
第49回島津全日本室内テニス選手権大会
JTT ツアー 女子ダブルス本戦
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 準決勝 決勝 優勝

1 DA 20 1 岡田上 千晶 エームサービス
瀬間 友里加 Club　MASA

岡田上 千晶
as 瀬間 友里加

2 Q 132 13 川床 芙実 リコー 63 60
品田 祐希 リコー

岡田上 千晶
Umpire as 瀬間 友里加

3 DA 40 5 久見 香奈恵 フリー 64 26 14-12
宮崎 優実 ASIA PARTNERSHIP FUND

久見 香奈恵
a 宮崎 優実

4 DA 54 7 樋口 由佳 横浜テニスカレッジ 61 16 10-4
渡邉 廣乃 サントピアテニスクラブ

岡田上 千晶
Umpire as 瀬間 友里加

5 DA 33 4 美濃越 舞 ＹＣＡ 36 63 10-8
宮村 美紀 ミヤムラテニスセンター

美濃越 舞
as 宮村 美紀

6 DA 69 11 桑田 寛子 早稲田大学 76(4) 46 10-6
田中 優季 メディカルラボ

美濃越 舞
Umpire as 宮村 美紀

7 Q 136 14 村上 亜利沙 関西学院大学 63 61
山本 みどり 関西学院大学

村上 亜利沙
a 山本 みどり

8 DA 55 8 井上 明里 岐阜県体育協会 57 63 10-6
小城 千菜美 フリー

岡田上 千晶
Umpire as 瀬間 友里加

9 DA 60 10 秋田 史帆 橋本総業 63 63
高山 千尋 かねます食品

磯貝 綾子
b 福井 恵実

10 Q 151 15 磯貝 綾子 リコー 46 62 10-5
福井 恵実 リコー

伊波 佳苗
Umpire ｂ 山本 翔子

11 Q 152 16 伊波 佳苗 亜細亜大学 36 64 10-7
山本 翔子 亜細亜大学

伊波 佳苗
a 山本 翔子

12 DA 26 3 加藤 未唯 パブリックテニス宝ヶ池63 46 10-7
田中 真梨 橋本総業

伊波 佳苗
Umpire as 山本 翔子

13 DA 44 6 今西 美晴 島津製作所 46 75 10-6
大前 綾希子 島津製作所

今西 美晴
a 大前 綾希子

14 DA 104 12 江見 優生乃 ビッグＫ 46 60 10-8
細沼 千紗 ビッグＫ

二宮 真琴
Umpire bs 穂積 絵莉

15 DA 57 9 伊藤 和沙 島津製作所 64 16 10-6
森 友香 島津製作所

二宮 真琴
bs 穂積 絵莉

16 DA 22 2 二宮 真琴 西宮甲英高等学院 63 64
穂積 絵莉 フリー

シードランキング # シード # ラッキールーザー ドロー日時： 3月2日　12時38分
1 岡田上 千晶 1 ラストイン

瀬間 友里加 江見優生乃・細沼千沙
１シード 2 二宮 真琴 2 ドロー立会い選手

20 穂積 絵莉
４シード 3 加藤 未唯 3 樋口由香・渡邊廣乃・伊藤和紗

33 田中 真梨 レフェリー署名欄
カットオフ 4 美濃越 舞 4

104 宮村 美紀 小林　あおい 4

H.25 3月3-10日

1月31日


