
第49回島津全日本室内テニス選手権大会
JTT ツアー 女子ダブルス予選　
日程 開催地・会場 賞金総額　 女子レフェリー

京都・ハンナリーズアリーナ 女子6百万円/男子$35,000+H 小林　あおい
　ｽﾃｲﾀｽ ランク シード 選手名 所属 2回戦 予選通過チーム

1 DA 105 1 鮎川 真奈 ロイヤルSCテニスクラブ
牟田口 恵美 橋本総業

鮎川 真奈
as 牟田口 恵美

2 199 13 鈴木 麻友 大阪産業大学 63 61
横山　菜里 大阪産業大学

川床 芙実
Umpire bs 品田 祐希

3 DA 162 9 川崎 光美 ユニバーサルテニスアカデミー 75 64
守屋 友里加 テニスユニバース

川床 芙実
bs 品田 祐希

4 DA 132 5 川床 芙実 リコー 75 62
品田 祐希 リコー

Umpire
5 DA 112 2 荒木 史織 たちかわジュニアテニスアカデミー  

鍋谷 昌栄 明治安田生命
荒木 史織

as 鍋谷 昌栄
6 DA 171 11 浜中 花梨 ひばりヶ丘新豊テニスクラブ61 64

三宅 舞 ﾁｰﾑZIP
伊波 佳苗

Umpire bs 山本 翔子
7 WC 16 馬場 早莉 池田学園池田高等学校 62 64

山崎 千鶴 テニスプロジェクト
伊波 佳苗

bs 山本 翔子
8 DA 152 8 伊波 佳苗 亜細亜大学 64 64

山本 翔子 亜細亜大学

Umpire
9 DA 121 3 伊藤 絵美子 TEAM　YUKA

涌井 真耶 美浜テニスガーデン
伊藤 絵美子

as 涌井 真耶
10 WC 712 15 木村 夏奈子 京都外大西高等学校 63 64

渡辺 真央 京都外大西高等学校
村上 亜利沙

Umpire bs 山本 みどり
11 DA 179 12 小沢 槙穂 CSJ 64 63

菅野 知子 HEAP JAPAN
村上 亜利沙

bs 山本 みどり
12 DA 136 6 村上 亜利沙 関西学院大学 63 76(9)

山本 みどり 関西学院大学

Umpire
13 DA 128 4 加藤 茉弥 フリー

中野 佑美 たちかわｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ
小山 葵

b 村瀬 早香
14 701 14 小山 葵 四ノ宮TC 46 62 10-8

村瀬 早香 パブリックテニス洛西
磯貝 綾子

Umpire bs 福井 恵実
15 DA 168 10 首藤 みさき 城南学園 61 61

首藤 みなみ 日本大学
磯貝 綾子

bs 福井 恵実
16 DA 151 7 磯貝 綾子 リコー 61 62

福井 恵実 リコー

シードランキング # シード # シード # オルタネート 欠場ペア ドロー日時： 8:30
1 鮎川 真奈 ５ 川床 芙実 1 ラストイン
牟田口 恵美 品田 祐希 小山葵・村瀬早香

１シード 2 荒木 史織 ６ 村上 亜利沙 2 ドロー立会い選手
105 鍋谷 昌栄 山本 みどり 川床芙実・品田裕希

８シード 3 伊藤 絵美子 ７ 磯貝 綾子 3
152 涌井 真耶 福井 恵実 レフェリー署名欄

カットオフ 4 加藤 茉弥 ８ 伊波 佳苗 4
706 中野 佑美 山本 翔子 小林　あおい

H.25 3月3-10日

1月31日


