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

1 LL 増渕つかさ 専修大学

鈴木梨子 専修大学 千原菜歩 / 本田恵琉

2 千原菜歩 山梨学院大学 60 62  

本田恵琉 山梨学院大学 千原菜歩 / 本田恵琉

3 大橋麗美華 慶應義塾大学 64 63  

中島玲亜 慶應義塾大学 谷本ひなた  / 穴田琴音

4 谷本ひなた 駒沢大学 03   RET

穴田琴音 駒沢大学 塚田結  / 毛呂 彩音

5 湯浅里帆 専修大学 64 64  

山口みやび 専修大学 湯浅里帆  / 山口みやび

6 矢﨑梓紗 亜細亜大学 63 67(5) 108 

高橋礼奈 亜細亜大学 塚田結  / 毛呂 彩音

7 塚田結 筑波大学 61 62  

毛呂 彩音 筑波大学 塚田結  / 毛呂 彩音

8 高橋悠 慶應義塾大学 61 63  

西飛奈 慶應義塾大学 徳安莉菜 / 鈴木渚左

9 大川美佐 慶應義塾大学 62 63  

堤華蓮 慶應義塾大学 大川美佐 / 堤華蓮

10 中島美夢 亜細亜大学 62 76(7)  

小副川莉桜 亜細亜大学 竹本萌乃 / 五十嵐唯愛

11 吉田華菜子 明治大学 67(9) 62 101 

南口亜美 明治大学 竹本萌乃 / 五十嵐唯愛

12 竹本萌乃 明治大学 26 62 108 

五十嵐唯愛 明治大学 徳安莉菜 / 鈴木渚左

13 渡邉優夢 早稲田大学 75 62  

梶野桃子 早稲田大学 渡邉優夢 / 梶野桃子

14 宮田萌芳 早稲田大学 62 46 104 

小畑莉音 早稲田大学 徳安莉菜 / 鈴木渚左

15 徳安莉菜 明治大学 46 63 119 

鈴木渚左 明治大学 徳安莉菜 / 鈴木渚左

16 淺野汐香 立教大学 62 60  

松田栞 立教大学 川出莉子 / 西尾 萌々子

17 安井愛乃 亜細亜大学 64 61  

児山心美 亜細亜大学 安井愛乃 / 児山心美

18 LL 江尻美輝 日本体育大学 75 62  

大神陽恵 日本体育大学 星野遥香 / 星野桃花

19 星野遥香 東京国際大学 63 64  

星野桃花 東京国際大学 星野遥香 / 星野桃花

20 LL 清水瑶 駒沢大学 64 62  

山田梨香子 駒沢大学 川出莉子 / 西尾 萌々子

21 伊藤さつき 亜細亜大学 64 61  

園城海遥 亜細亜大学 伊藤さつき  / 園城海遥

22 吉井あかり 駒沢大学 64 46 106 

髙田晴菜 駒沢大学 川出莉子 / 西尾 萌々子

23 金子さら紗 早稲田大学 75 61  

平田葵 早稲田大学 川出莉子 / 西尾 萌々子

24 川出莉子 筑波大学 61 62  

西尾 萌々子 筑波大学 川出莉子 / 西尾 萌々子

25 木村菫 立教大学 75 62  

小川すみれ 立教大学 吉川ひかる / 冨永栞

26 吉川ひかる 亜細亜大学 46 76(6) 105 

冨永栞 亜細亜大学 丸希星 / 猪瀬瑞希

27 丸希星 駒沢大学 46 64 104 

猪瀬瑞希 駒沢大学 丸希星 / 猪瀬瑞希

28 猪川結花 法政大学 63 61  

上伊倉理子 法政大学 谷井涼香 / 稲葉梨莉

29 沼野菜海 亜細亜大学 64 75  

齋藤瑠奈 亜細亜大学 沼野菜海 / 齋藤瑠奈

30 河野瑞生 早稲田大学 62 67(5) 108 

森岡きらら 早稲田大学 谷井涼香 / 稲葉梨莉

31 長谷川優衣 山梨学院大学 63 62  

冨樫りさ子 山梨学院大学 谷井涼香 / 稲葉梨莉

32 谷井涼香 駒沢大学 62 62  

稲葉梨莉 駒沢大学
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