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

1 細沼千紗 早稲田大学

大矢希 早稲田大学 細沼千紗 / 大矢希

2 佐藤美沙乃 駒沢大学 62 64  

山口恵実 駒沢大学 細沼千紗 / 大矢希

3 山添絵理 早稲田大学 16 63 10-7 

今村南 早稲田大学 小松莉奈 / 根本咲菜

4 小松莉奈 東洋学園大学 64 67 10-8 

根本咲菜 東洋学園大学 細沼千紗 / 大矢希

5 助川峰理 早稲田大学 60 61  

廣川真由 早稲田大学 今田愛香 / 三角ゆりあ

6 今田愛香 青山学院大学 76(3) 67(6) 10-7 

三角ゆりあ 青山学院大学 齊藤佳帆 / 宮田みほ

7 井上鈴袈 明治大学 46 63 10-2 

佐野真代 明治大学 齊藤佳帆 / 宮田みほ

8 齊藤佳帆 明治大学 63 64  

宮田みほ 明治大学 金井綾香 / 上唯希

9 金井綾香 早稲田大学 76(5) 63  

上唯希 早稲田大学 金井綾香 / 上唯希

10 高橋里佳 専修大学 64 62  

鈴木葵 専修大学 金井綾香 / 上唯希

11 熊谷ひかる 明治大学 63 61  

森美咲 明治大学 熊谷ひかる / 森美咲

12 小林夏実 慶應義塾大学 60 61  

滝口理華子 慶應義塾大学 金井綾香 / 上唯希

13 LL 辻紘子 早稲田大学 76(3) 76(2)  

杉本友里 早稲田大学 古川真実 / 伊藤有希

14 古川真実 駒沢大学 75 62  

伊藤有希 駒沢大学 安形玲耶 / 押野紗穂

15 富田七菜子 駒沢大学 62 61  

青木美映里 駒沢大学 安形玲耶 / 押野紗穂

16 安形玲耶 慶應義塾大学 76 63  WINNER

押野紗穂 慶應義塾大学 米原実令 / 森崎可南子

17 田中文彩 亜細亜大学 64 26 10-7 

山口真琴 亜細亜大学 清水梨世 / 石野碧

18 清水梨世 山梨学院大学 75 36 10-8 

石野碧 山梨学院大学 江代純菜 / 西田奈生

19 緑川由紀子 山梨学院大学 62 61  

吉冨夢子 山梨学院大学 江代純菜 / 西田奈生

20 江代純菜 慶應義塾大学 75 46 12-10 

西田奈生 慶應義塾大学 盛重翔子 / 浅山貴和子

21 盛重翔子 立教大学 76 36 108 

浅山貴和子 立教大学 盛重翔子 / 浅山貴和子

22 高橋玲奈 亜細亜大学 36 62 16-14 

南文乃 亜細亜大学 盛重翔子 / 浅山貴和子

23 浅野友貴子 駒沢大学 61 61  

渡辺安美 駒沢大学 浅野友貴子 / 渡辺安美

24 根本奈々 立教大学 46 63 10-7 

高橋未来 立教大学 米原実令 / 森崎可南子

25 首藤みさき 慶應義塾大学 63 62  

反田茉鈴 慶應義塾大学 首藤みさき / 反田茉鈴

26 山藤彩香 亜細亜大学 76(3) 75  

辻本有佳里 亜細亜大学 村瀬早香 / 向井マリア

27 福田志帆 明治大学 60 36 10-7 

竹本琴乃 明治大学 村瀬早香 / 向井マリア

28 村瀬早香 慶應義塾大学 62 36 10-3 

向井マリア 慶應義塾大学 米原実令 / 森崎可南子

29 剱持梓 早稲田大学 63 64  

大河真由 早稲田大学 江見優生乃 / 林彩子

30 江見優生乃 法政大学 46 64 10-5 

林彩子 法政大学 米原実令 / 森崎可南子

31 福井景子 山梨学院大学 61 60  

西村渚沙 山梨学院大学 米原実令 / 森崎可南子

32 米原実令 筑波大学 61 63  

森崎可南子 筑波大学

4

5

2

1

3

7

6


