
令和3年度第72回東海学生春季テニストーナメント大会

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

　

1 1 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

2 bye    

0 鈴木芽衣 / 加藤穂乃佳

3 丹羽菜づ名 日本福祉大学 61 62  

大西萌那 日本福祉大学 丹羽菜づ名 / 大西萌那

4 長山真凛 中京大学 26 75 107 

伊藤颯野 中京大学 鈴木芽衣 / 加藤穂乃佳

5 坂崎美帆 愛知淑徳大学 60 60  

丸山恵莉 愛知淑徳大学 坂崎美帆 / 丸山恵莉

6 徳倉清伽 東海学園大学 63 76(7)(5)  

大橋明未 東海学園大学 桟敷和 / 石川亜弥

7 bye 60 62  

0 桟敷和 / 石川亜弥

8 5～8 桟敷和 日本福祉大学    

石川亜弥 日本福祉大学 鈴木芽衣 / 加藤穂乃佳

9 3～4 神山優香 中京大学 75 76 4 

安井友菜 中京大学 神山優香 / 安井友菜

10 bye    

0 神山優香 / 安井友菜

11 高橋結望 名古屋経済大学 60 62  

山岸杏美 名古屋経済大学 足立悠希 / 足立莉子

12 足立悠希 東海学院大学 26 64 105 

足立莉子 東海学院大学 神山優香 / 安井友菜

13 近藤由乃羽 南山大学 63 62  

阿知波里佳 南山大学 近藤由乃羽 / 阿知波里佳

14 三橋優希 名古屋経済大学 61 61  

佐久間柚希 名古屋経済大学 下田穂乃香 / 北村結菜

15 bye 62 64  

0 下田穂乃香 / 北村結菜

16 5～8 下田穂乃香 中京大学    

北村結菜 中京大学 鈴木芽衣 / 加藤穂乃佳

17 5～8 伊藤瑚乃美 名古屋経済大学 63 61  

福森未来 名古屋経済大学 伊藤瑚乃美 / 福森未来

18 bye    

0 伊藤瑚乃美 / 福森未来

19 板谷有珠 朝日大学 62 64  

堂前瑠希 朝日大学 世羅朱理 / 佐藤まりあ

20 世羅朱理 中京大学 75 16 108 

佐藤まりあ 中京大学 望月ひより / 菊田杏樹

21 牧田真夕 東海学園大学 64 16 1311 

田口結生 東海学園大学 望月ひより / 菊田杏樹

22 望月ひより 中京大学 61 61  

菊田杏樹 中京大学 望月ひより / 菊田杏樹

23 bye 62 36 107 

0 眞田珠里 / 三浦陽菜

24 3～4 眞田珠里 中京大学    

三浦陽菜 中京大学 永田侑那 / 上江瀧桃花

25 5～8 佐々木ひかり 東海学園大学 61 46 107 

多田渚 東海学園大学 佐々木ひかり / 多田渚

26 bye    

0 永田侑那 / 上江瀧桃花

27 丹嶌那奈子 椙山女学園大学 62 61  

稲富はるの 椙山女学園大学 永田侑那 / 上江瀧桃花

28 永田侑那 中京大学 64 36 108 

上江瀧桃花 中京大学 永田侑那 / 上江瀧桃花

29 後藤海希 愛知淑徳大学 61 63  

岩尾悠良 愛知淑徳大学 後藤海希 / 岩尾悠良

30 加藤愛 愛知学院大学 62 63  

永村南湖 愛知学院大学 後藤海希 / 岩尾悠良

31 bye 62 63  

0 法月優衣 / 安本楓香

32 2 法月優衣 静岡大学    

安本楓香 静岡大学
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