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女子ダブルス本戦 DRAW
St Seed Rank name 1R 2R QF SF F

　

1 1 吉田百花 明治大学

金山晴菜 明治大学 吉田百花 / 金山晴菜

2 長谷川莉緒 東海大学 60 64  

米山侑里 東海大学 吉田百花 / 金山晴菜

3 森川奈穂 日本体育大学 61 60  

吉岡沙恵 日本体育大学 小松茉莉奈 / 蛸井涼華

4 小松茉莉奈 法政大学 60 61  

蛸井涼華 法政大学 吉田百花 / 金山晴菜

5 清水瑶 駒沢大学 76(3) 62  

金内葵春 駒沢大学 清水瑶 / 金内葵春

6 金井あおい 東京国際大学 75 16 105 

萩原花帆 東京国際大学 清水瑶 / 金内葵春

7 相川貴子 立教大学 64 64  

佐藤紗弥 立教大学 森島優 / 谷井涼香

8 5～8 森島優 駒沢大学 63 46 1210 

谷井涼香 駒沢大学 阿部宏美 / 草野京香

9 3～4 山藤真帆 慶應義塾大学 36 63 1210 

黒須万里奈 慶應義塾大学 米原さくら / 松田望愛

10 米原さくら 早稲田大学 63 57 107 

松田望愛 早稲田大学 内田葉土希 / 入内嶋七菜

11 内田葉土希 駒沢大学 76(2) 46 104 

入内嶋七菜 駒沢大学 内田葉土希 / 入内嶋七菜

12 太田夏菜子 青山学院大学 63 62  

溝口英蘭 青山学院大学 阿部宏美 / 草野京香

13 千村もも花 筑波大学 61 62  

我那覇真子 筑波大学 千村もも花 / 我那覇真子

14 李淑玲 亜細亜大学 62 64  

佐藤葵 亜細亜大学 阿部宏美 / 草野京香

15 山田恵璃 東洋学園大学 26 64 106 

羽柴瑠夏 東洋学園大学 阿部宏美 / 草野京香

16 5～8 阿部宏美 筑波大学 67(7) 76(5) 76(4) 

草野京香 筑波大学 阿部宏美 / 草野京香

17 5～8 橘薫乃 日本大学 46 75 106 

柿澤明里 日本大学 岡垣穂香 / 竹本萌乃

18 岡垣穂香 明治大学 63 46 119 

竹本萌乃 明治大学 岡垣穂香 / 竹本萌乃

19 LL 加賀彩夏 法政大学 64 60  

吉田早希 法政大学 淺野汐香 / 松田栞

20 淺野汐香 立教大学 63 60  

松田栞 立教大学 末野聡子 / 今田穂

21 中山麗未 亜細亜大学 76(6) 64  

安井愛乃 亜細亜大学 中山麗未 / 安井愛乃

22 杉田栞 早稲田大学 63 60  

松田岬 早稲田大学 末野聡子 / 今田穂

23 溝田萌 日本大学 16 76(4) 104 

佐藤成美 日本大学 末野聡子 / 今田穂

24 3～4 末野聡子 慶應義塾大学 62 61  

今田穂 慶應義塾大学 末野聡子 / 今田穂

25 5～8 倉島愛 立教大学 36 76(1) 119 

小林彩夕里 立教大学 倉島愛 / 小林彩夕里

26 稲垣綾乃 中京大学 60 62  

長根尾江里 東海学園大学 倉島愛 / 小林彩夕里

27 川原舞 学習院大学 64 64  

市川真衣 日本女子大学 押川千夏 / 前田優歩

28 押川千夏 早稲田大学 61 63  

前田優歩 早稲田大学 倉島愛 / 小林彩夕里

29 川村周子 亜細亜大学 64 64  

矢崎梓紗 亜細亜大学 加治成美 / 坂本はな

30 加治成美 専修大学 64 60  

坂本はな 専修大学 安藤優希 / 渡邉早和子

31 安藤優希 早稲田大学 64 76(3)  

渡邉早和子 早稲田大学 安藤優希 / 渡邉早和子

32 2 竹内あやか 法政大学 75 64  

猪川結花 法政大学
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