
令和4年度第82回東海学生テニス選手権大会 2022/5/28- 2022/6/25

女子ダブルス予選 DRAW Qualify1〜16
St Name 1R SF Final

1
Qualify-1

坂崎美帆 愛知淑徳大学

丸山恵莉 愛知淑徳大学 坂崎美帆 / 丸山恵莉

2 bye    

bye 坂崎美帆 / 丸山恵莉

3 片山紗希 名古屋市立大学 64 36 106 

宇田津香帆 名古屋市立大学 村山佑菜 / 吉村実優

4 村山佑菜 岐阜大学 61 61  

吉村実優 岐阜大学 瓜生瑞歩 / 西川萌花

5 瓜生瑞歩 東海学園大学 61 61  

西川萌花 東海学園大学 瓜生瑞歩 / 西川萌花

6 bye    

bye 瓜生瑞歩 / 西川萌花

7 竹元はる菜 愛知学院大学 75 63  

永村南湖 愛知学院大学 竹元はる菜 / 永村南湖

8 bye    WINNER #
bye

9
Qualify-2

足立悠希 東海学院大学

   

足立莉子 東海学院大学 足立悠希 / 足立莉子

10 bye    

bye 足立悠希 / 足立莉子

11 長谷川桃子 名古屋市立大学 61 60  

曹丞喜 名古屋市立大学 長谷川桃子 / 曹丞喜

12 伊東紗穂 愛知淑徳大学 76(5) 62  

高倉愛海 愛知淑徳大学 足立悠希 / 足立莉子

13 武山来愛 愛知学院大学 63 64  

近藤真優奈 愛知学院大学 武山来愛 / 近藤真優奈

14 bye    

bye 武山来愛 / 近藤真優奈

15 久保田悠月 静岡大学 61 60  

早川朋花 静岡大学 久保田悠月 / 早川朋花

16 bye    

bye

17
Qualify-3

牧田真夕 東海学園大学

田口結生 東海学園大学 牧田真夕 / 田口結生

18 bye    

bye 牧田真夕 / 田口結生

19 榊かりん 名古屋市立大学 60 61  

坂井玲音 名古屋市立大学 榊かりん / 坂井玲音

20 高木 千捺 愛知県立大学    W.O.

森一葉 愛知県立大学 牧田真夕 / 田口結生

21 山内さくら 南山大学 60 62  

櫻田知奈 南山大学 山内さくら / 櫻田知奈

22 bye    

bye 中島美咲 / 安次富さくら

23 中島美咲 朝日大学 63 64  

安次富さくら 朝日大学 中島美咲 / 安次富さくら

24 bye    WINNER #
bye

25
Qualitfy-4

徳倉清伽 東海学園大学

   

大橋明未 東海学園大学 徳倉清伽 / 大橋明未

26 bye    

bye 徳倉清伽 / 大橋明未

27 佐藤紗良 名古屋市立大学 60 60  

柴田愛子 名古屋市立大学 中島　円 / ?野　楓菜

28 中島　円 愛知教育大学 61 64  

?野　楓菜 愛知教育大学 中村万桜 / 李佳音

29 中村万桜 日本福祉大学 16 64 107 

李佳音 愛知学院大学 中村万桜 / 李佳音

30 bye    

bye 中村万桜 / 李佳音

31 中西晴美 愛知淑徳大学 61 62  

鈴木沙耶 愛知淑徳大学 中西晴美 / 鈴木沙耶

32 bye    

bye
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33
Qualify-5

堂前瑠希 朝日大学

山内キラリ 朝日大学 堂前瑠希 / 山内キラリ

34 bye    

bye 堂前瑠希 / 山内キラリ

35 田中優衣 中部大学    W.O.

伊藤彩 中部大学 田中優衣 / 伊藤彩

36 岩永優那 名古屋市立大学 62 61  

籔ひかり 名古屋市立大学 平松姫奈 / 後藤萌花

37 早川咲希 愛知大学 36 60 1210 

天野花音 愛知大学 石川あい / 加藤早貴

38 石川あい 愛知淑徳大学 61 76(7)  

加藤早貴 愛知淑徳大学 平松姫奈 / 後藤萌花

39 平松姫奈 東海学園大学 60 60  

後藤萌花 日本福祉大学 平松姫奈 / 後藤萌花

40 bye    WINNER #
bye

41
Qualify-6

山岸杏美 名古屋経済大学

   

三橋優希 名古屋経済大学 山岸杏美 / 三橋優希

42 bye    

bye 山岸杏美 / 三橋優希

43 根来友楽良 名古屋市立大学 60 64  

吉村紅瑠美 名古屋市立大学 丹生谷紅杏 / 吉見千彩

44 丹生谷紅杏 椙山女学園大学 76(1) 46 105 

吉見千彩 椙山女学園大学 山岸杏美 / 三橋優希

45 小林桃歌 名古屋大学 64 36 108 

松本衿佳 名古屋大学 大野実可子 / 三本紗衣

46 大野実可子 愛知淑徳大学 62 60  

三本紗衣 愛知淑徳大学 大野実可子 / 三本紗衣

47 北川深央里 南山大学 76(3) 62  

堀田明花 南山大学 北川深央里 / 堀田明花

48 bye    

bye

49
Qualify-7

高橋結望 名古屋経済大学

佐久間柚希 名古屋経済大学 高橋結望 / 佐久間柚希

50 bye    

bye 高橋結望 / 佐久間柚希

51 荒井瞳 愛知淑徳大学 61 63  

橋本茉林 愛知淑徳大学 荒井瞳 / 橋本茉林

52 吉田愛梨 名古屋市立大学 60 61  

木村悠生奈 名古屋市立大学 高橋結望 / 佐久間柚希

53 後藤綾乃 名古屋市立大学 62 60  

小森満柚菜 名古屋市立大学 山田帆乃花 / 寺崎希

54 山田帆乃花 岐阜大学 60 61  

寺崎希 岐阜大学 大岡咲恵 / 森田理瑚

55 大岡咲恵 名城大学 61 62  

森田理瑚 名城大学 大岡咲恵 / 森田理瑚

56 bye    WINNER #
bye

57
Qualify-8

藤村玲那 朝日大学

   

後藤舞幸 朝日大学 藤村玲那 / 後藤舞幸

58 bye    

bye 前田琴羽 / 伊藤瞭

59 楫原裕理 三重大学
64   RET

川出帆乃佳 三重大学 前田琴羽 / 伊藤瞭

60 前田琴羽 東海学園大学 61 62  

伊藤瞭 東海学園大学 五十嵐あい / 脇田千佳子

61 平野早結里 名古屋大学 64 57 108 

鍋田紗央 名古屋大学 平野早結里 / 鍋田紗央

62 戸田莉央奈 愛知淑徳大学
76(2) 76(3)  

大野愛理 愛知淑徳大学 五十嵐あい / 脇田千佳子

63 五十嵐あい 名古屋市立大学 62 61  

脇田千佳子 名古屋市立大学 五十嵐あい / 脇田千佳子

64 bye    

bye


