
2022年度関西学生地域テニストーナメント(大阪・奈良・和歌山)

女子ダブルス

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

1 1 川本茉穂 関西大学

015 中西夢乃 関西大学 川本茉穂 / 中西夢乃

2 bye    
bye 川本茉穂 / 中西夢乃

3 山嶋稜子 大阪公立大学    W.O.
026 西垣友貴 大阪公立大学 中島亜希子 / 河合歩

4 中島亜希子 関西外国語大学 83
021 河合歩 関西外国語大学 川本茉穂 / 中西夢乃

5 伊藤綾乃 関西外国語大学 64 61
030 角南瑠衣 関西外国語大学 塩田侑良 / 宮城利佳

6 塩田侑良 大阪体育大学 98(5)   
024 宮城利佳 大阪体育大学 塩田侑良 / 宮城利佳

7 福本　有杏 大阪体育大学 85
026 川西由芽 大阪体育大学 福本　有杏 / 川西由芽

8 松下千織 関西外国語大学 80
039 森萌希 関西外国語大学 川本茉穂 / 中西夢乃

9 中川桃 関西大学   16 62 10-4 
018 村田千聡 関西大学 中川桃 / 村田千聡

10 片山美咲 関西外国語大学 80
022 喜多純香 関西外国語大学 中川桃 / 村田千聡

11 津村　佳菜 大阪体育大学 81
021 岩井萌花 大阪体育大学 鱸有紀子 / 西田杏美

12 鱸有紀子 関西外国語大学 81
036 西田杏美 関西外国語大学 中川桃 / 村田千聡

13 永山心萌 大阪公立大学 36 62 10-6
024 橘春花 大阪公立大学 上野　胡桃 / 橘葵

14 上野　胡桃 大阪体育大学 80
028 橘葵 大阪体育大学 上野　胡桃 / 橘葵

15 溝邊真央 関西外国語大学 86
08 山崎　未緒 大阪産業大学 今井雪乃 / 兼田若奈

16 4 今井雪乃 大阪教育大学 80
009 兼田若奈 大阪教育大学 福嶋優美香 / 加田明日香

17 3 岡井　志織 大阪体育大学 75 63
014 加藤　智奈 大阪体育大学 岡井　志織 / 加藤　智奈

18 坪井颯来 大阪教育大学 81
012 野澤葵 大阪教育大学 東由唯 / 藤原真優

19 山根彩花 大阪学院大学 84
010 清水天万音 大阪大学 東由唯 / 藤原真優

20 東由唯 関西外国語大学 80
033 藤原真優 関西外国語大学 東由唯 / 藤原真優

21 池田玖実 大阪大学 62 76(3)
008 高崎実菜美 大阪大学 池田玖実 / 高崎実菜美

22 鳥飼遥南 大阪公立大学 82
004 西川実咲 大阪公立大学 六車祐里佳 / 長藤陽菜

23 堀内　愛紀 和歌山大学 83
12 濱　心咲 和歌山大学 六車祐里佳 / 長藤陽菜

24 六車祐里佳 関西大学 81
019 長藤陽菜 関西大学 福嶋優美香 / 加田明日香

25 奥谷　寧彩 大阪体育大学 62 62
025 上村倫実 大阪体育大学 奥谷　寧彩 / 上村倫実

26 山口夏海 関西外国語大学 85
041 山田彩 関西外国語大学 林里音 / 東奈央

27 林里音 関西外国語大学 82
034 東奈央 関西外国語大学 林里音 / 東奈央

28 春貝地佐奈 大阪体育大学 82
029 吉井ひかり 大阪体育大学 福嶋優美香 / 加田明日香

29 藤田　紗季 大阪体育大学 62 61
020 緑川　可菜 大阪体育大学 藤本帆花 / 財部友里

30 藤本帆花 関西外国語大学 85
035 財部友里 関西外国語大学 福嶋優美香 / 加田明日香

31 三好　里沙 大阪体育大学 82
030 比留井渉夢 大阪体育大学 福嶋優美香 / 加田明日香

32 2 福嶋優美香 関西大学 80

012 加田明日香 関西大学

WINNER


