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女子ダブルス本戦 DRAW
St Seed Rank name 1R 2R 3R 4R SF

1 吉岡希紗 早稲田大学

石川琴実 早稲田大学 吉岡希紗 / 石川琴実

bye    

bye

2 古西美桜 関西学院大学    

藤田わか 関西学院大学 古西美桜 / 藤田わか

3 小田島帆希 北海道教育大学岩見沢校 60 61  

横山円香 北海道教育大学岩見沢校

4 城戸香澄 広島大学    

梅林咲甫 広島大学 大川美佐 / 堤華蓮

5 大川美佐 慶應義塾大学 63 60  

堤華蓮 慶應義塾大学

bye    

bye 森川亜咲 / 山口花音

6 森川亜咲 関西大学    

山口花音 関西大学

7 西尾萌々子 筑波大学    

毛呂彩音 筑波大学 西尾萌々子 / 毛呂彩音

bye    

bye

8 佐鳥里花子 金沢大学    

柳澤有紀 金沢大学 神山優香 / 安井友菜

9 神山優香 中京大学 62 63  

安井友菜 中京大学

10 福居詩織 関西学院大学    

山口瑞希 関西学院大学 福居詩織 / 山口瑞希

11 松下菜々 姫路大学 76(1) 46 1210 

石川こころ 姫路大学

bye    

bye 中村天音 / 坂本陽菜

12 中村天音 関西大学    A

坂本陽菜 関西大学

13 谷井涼香 駒澤大学    

稲葉梨莉 駒澤大学 谷井涼香 / 稲葉梨莉

bye    

bye

14 松田岬 早稲田大学    

安藤優希 早稲田大学 松田岬 / 安藤優希

15 山田梨香子 駒澤大学 60 64  

穴田琴音 駒澤大学

16 竹本萌乃 明治大学    

吉田華菜子 明治大学 沼野菜海 / 齋藤瑠奈

17 沼野菜海 亜細亜大学 36 61 106 

齋藤瑠奈 亜細亜大学

bye    

bye 松田望愛 / 足立理帆

18 松田望愛 早稲田大学    

足立理帆 早稲田大学

19 狐塚理子 山梨学院大学    

本田恵琉 山梨学院大学 狐塚理子 / 本田恵琉

bye    

bye

20 大橋麗美華 慶應義塾大学    

中島玲亜 慶應義塾大学 大橋麗美華 / 中島玲亜

21 伊賀上瑛穂 福岡大学 61 61  

安東琴 福岡大学

22 澤田那菜 松山大学    

阪口明香 松山大学 渡邉優夢 / 渡邉早和子

23 渡邉優夢 早稲田大学 61 62  

渡邉早和子 早稲田大学

bye    

bye 宮崎明莉 / 島田莉央

24 宮崎明莉 園田学園女子大学    

島田莉央 園田学園女子大学
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25 安井愛乃 亜細亜大学

山﨑郁美 亜細亜大学 安井愛乃 / 山﨑郁美

bye    

bye

26 永田侑那 中京大学    

上江瀧桃花 中京大学 永田侑那 / 上江瀧桃花

27 四谷美菜 富山大学 63 60  

横川愛美 富山大学

28 大坪花 東京国際大学    

星野桃花 東京国際大学 大坪花 / 星野桃花

29 押川千夏 早稲田大学 63 60  

平田葵 早稲田大学

bye    

bye 足立有加 / 吉田朋夏

30 足立有加 関西学院大学    

吉田朋夏 関西学院大学

31 金子さら紗 早稲田大学    

前田優歩 早稲田大学 金子さら紗 / 前田優歩

bye    

bye

32 前田　明音 大阪体育大学    

海津美空 大阪体育大学 尾西優愛 / 安本華音

33 尾西優愛 甲南大学 60 62  

安本華音 甲南大学

34 池田和香 東北大学    

松原綾乃 東北学院大学 池田和香 / 松原綾乃

35 後藤海希 愛知淑徳大学 63 62  

岩尾悠良 愛知淑徳大学

bye    

bye 齋藤優寧 / 神鳥舞

36 齋藤優寧 早稲田大学    B

神鳥舞 早稲田大学

37 川出莉子 筑波大学    

吉本菜月 筑波大学 川出莉子 / 吉本菜月

bye    

bye

38 伊藤さつき 亜細亜大学    

吉川ひかる 亜細亜大学 伊藤さつき / 吉川ひかる

39 望月ひより 中京大学 60 62  

菊田杏樹 中京大学

40 坂尻若菜 北海学園大学    

田巻日菜乃 北海学園大学 鈴木渚左 / 南口亜美

41 鈴木渚左 明治大学 63 62  

南口亜美 明治大学

bye    

bye 小川すみれ / 淺野汐香

42 小川すみれ 立教大学    

淺野汐香 立教大学

43 中山麗未 亜細亜大学    

中島美夢 亜細亜大学 中山麗未 / 中島美夢

bye    

bye

44 高岡鈴蘭 関西学院大学    

堀江ちひろ 関西学院大学 高岡鈴蘭 / 堀江ちひろ

45 清水柚華 大阪教育大学 63 62  

西田賀杏央 大阪教育大学

46 鈴木芽衣 中京大学    

加藤穂乃佳 中京大学 鈴木芽衣 / 加藤穂乃佳

47 田中里穂 福岡大学 64 61  

中村友紀 福岡大学

bye    

bye 永田杏里 / 今田穂

48 永田杏里 慶應義塾大学    

今田穂 慶應義塾大学
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