
2022年度関西学生地域テニストーナメント(兵庫)

女子ダブルス

No. Seed Name 1R 2R 3R SF F

1 1 中山桜 甲南大学

011 川上幸夏 甲南大学 中山桜 / 川上幸夏

2 bye    
bye 中山桜 / 川上幸夏

3 中野　由惟 姫路大学 80
013 鎌倉　汐里 姫路大学 野本　蒼乃 / 岩岡咲希

4 野本　蒼乃 神戸親和女子大学 98(5)   
016 岩岡咲希 神戸親和女子大学 中山桜 / 川上幸夏

5 溝口愛梨 園田学園女子大学 62 60
032 森下美優 園田学園女子大学 宮西梨菜 / 丸尾優奈

6 宮西梨菜 武庫川女子大学 84
005 丸尾優奈 神戸大学 森田彩来 / 村上聡野

7 石丸日菜 甲南女子大学 81
11 森田心寧 甲南女子大学 森田彩来 / 村上聡野

8 森田彩来 関西学院大学 80
025 村上聡野 関西学院大学 中山桜 / 川上幸夏

9 原　唯華 姫路大学 63 62
002 松田　秋希 姫路大学 原　唯華 / 松田　秋希

10 西尾　鈴 神戸親和女子大学 80
015 中塚　理乃 神戸親和女子大学 原　唯華 / 松田　秋希

11 木全桃子 武庫川女子大学 85
014 山本詩菜 武庫川女子大学 木全桃子 / 山本詩菜

12 武田明里 関西学院大学 85
010 清瀧愛海 神戸松蔭女子学院大学 原　唯華 / 松田　秋希

13 中村姫乃 神戸松蔭女子学院大学 76(6)   62 
012 武本萌衣 神戸松蔭女子学院大学 中村姫乃 / 武本萌衣

14 松倉萌々奈 神戸市外国語大学 80
011 李佳音 神戸市外国語大学 小林恵梨子 / 藤原加那

15 佐藤葉菜 園田学園女子大学 98(3)   
028 ?橋英 園田学園女子大学 小林恵梨子 / 藤原加那

16 4 小林恵梨子 甲南大学 83
009 藤原加那 甲南大学 中山桜 / 川上幸夏

17 3 升崎月乃 武庫川女子大学 75 61
017 長沼利沙 武庫川女子大学 升崎月乃 / 長沼利沙

18 山嵜　さくら 姫路大学 97
021 河野　彩奈 姫路大学 升崎月乃 / 長沼利沙

19 堂本玲子 神戸親和女子大学 80
014 山田　未來 神戸親和女子大学 堂本玲子 / 山田　未來

20 上原あかり 神戸市外国語大学 82
008 藤原黎 神戸市外国語大学 井上美月 / 松木鈴

21 井上美月 甲南大学 62 63
012 松木鈴 甲南大学 井上美月 / 松木鈴

22 竹本千夏 武庫川女子大学 85
021 田村陽 武庫川女子大学 井上美月 / 松木鈴

23 小林　一愛 姫路大学 84
003 松井　志乃 姫路大学 小林　一愛 / 松井　志乃

24 竹原ゆり奈 園田学園女子大学 82
033 福岩莉子 園田学園女子大学 上林　真奈 / 眞鍋　楓果

25 久保歩香 武庫川女子大学 63 75
020 岡田毬 武庫川女子大学 久保歩香 / 岡田毬

26 島本奈歩 神戸大学 82
004 前川真里奈 神戸大学 上林　真奈 / 眞鍋　楓果

27 上林　真奈 姫路大学 80
006 眞鍋　楓果 姫路大学 上林　真奈 / 眞鍋　楓果

28 片岡亜友 甲南女子大学 80
10 高市ゆう 甲南女子大学 上林　真奈 / 眞鍋　楓果

29 大土井なつ海 武庫川女子大学 63 46 10-8
010 長内麻実 武庫川女子大学 大土井なつ海 / 長内麻実

30 パティス　なな 姫路大学 81
018 矢羽多　菜月 姫路大学 奥野柚来 / 西本稲音

31 bye 85
bye 奥野柚来 / 西本稲音

32 2 奥野柚来 関西学院大学    

029 西本稲音 関西学院大学

WINNER


