第２２回千葉市オープン女子ダブルス２部
試合番号 勝者名

1 L2 佐久間 天音・柳沢 亜由美
1 (木更津総合高校)
回
L2
中村 さやか・粟飯原 里彩
戦
2 (千葉南高校)
L2 秋葉 萌 ・秋葉 鞠
3 (緑町中学校)
L2 小渕 はな ・服部 美保
4 (千葉西高校)
L2 図師 菜々美・髙橋 ほのか
5 (県立千葉高校)
L2 渡部 亜海 ・嶋野 美由羽
6 (千葉西高校)
L2 笹川 唯 ・吉田 美亜樹
7 (葛城中学校)
L2 山科 きり ・馬場 円香
8 (千葉南高校)
L2 菊地 真帆 ・福澤 遙
9 (千葉西高校)
L2 齊藤 美波 ・渡邉 杏実
10 (千葉北高校)
L2 吉田 真緒 ・村上 瑛美
11 (県立千葉高校)
2 L2 仙田 千乃 ・山田 樹里
回 12 (千葉南高校)
戦 L2 富永 真衣 ・山下 紗緒
13 (県立千葉高校)
L2 楫田 知子 ・綿引 舞子
14 (稲毛区・緑区)
L2 渋谷 凪沙 ・草野 七海
15 (千葉北高校)
L2 岡田 菜摘 ・國谷 佳奈
16 (千葉大学)
L2 片岡 美月 ・篠原 紘花
17 (越智中学校)
L2 酒井 紫帆 ・市原 知美
18 (印西市)
L2 後藤 陽花 ・佐々木 ひいろ
19 (こてはし台中学校)
L2 井上 美和 ・花光 真希子
20 (揚羽)
L2 菊池 咲葵 ・七海 歩美
21 (千葉南高校)
L2 篠田 涼楓 ・本吉 実穂
22 (茂原市)
L2 古市 沙樹 ・大木 晴香
23 (若松中学校)
L2 志村 優帆 ・谷 澪乃
24 (貝塚中学校)
L2 根本 怜奈 ・古怒田 有里
25 (千葉大学)
L2 田中 奈央 ・村上 由樹
26 (千葉北高校)
L2 小笠原 瑛菜・若菜 佑美
27 (検見川高校)
L2 並木 亜美 ・野口 日向子
28 (千葉北高校)
L2 志村 帆望 ・鶴賀谷 芙佳
29 (貝塚中学校)
L2 川口 真優 ・平原 歩
30 (千葉南高校)

スコア
2 21-6, 21-2
2 21-8, 21-8
2 21-14, 21-9
2 21-16, 20-21, 11-5
2 21-8, 21-8
2 21-12, 21-8
2 19-21, 21-14, 11-6
2 21-12, 21-19
2 21-5, 21-12
2 21-14, 21-13
2 21-9, 21-8
2 21-4, 21-7
2 21-19, 21-18
2 21-8, 21-6
2 21-6, 21-8
2 21-2, 21-6
2 21-17, 14-21, 11-10
2 21-6, 21-5
2 15-21, 21-14, 11-7
2 21-4, 21-10
2 21-8, 21-7
不戦勝
2 21-2, 21-3
2 21-11, 21-11
2 21-7, 21-8
2 21-14, 21-20
2 21-9, 21-5
2 21-5, 21-12
2 21-10, 21-13
2 21-10, 21-8

1/3

2017/2/19 19:13
敗者名
0 矢島 葵衣 ・福田 実奈
(千葉西高校)
0 霊山 礼奈 ・杉本 新菜
(緑町中学校)
0 日下部 りく・大野 花夏
(高浜中学校)
1 久保田 玲子・村田 華
(緑町中学校)
0 岩﨑 みなみ・平戸 七夕華
(葛城中学校)
0 保田 瑠風 ・中川 瑠菜
(緑町中学校)
1 山下 しずく・島津 真尋
(緑町中学校)
0 大泉 結香 ・堀江 香椰乃
(越智中学校)
0 中川 鼓 ・小倉 舞花
(緑町中学校)
0 上野 彩桜 ・斎藤 優那
(花見川中学校)
0 村上 璃奈 ・楢原 杏香
(千葉西高校)
0 佐久間 天音・柳沢 亜由美
(木更津総合高校)
0 後藤 蒼依 ・北見 葉月
(緑町中学校)
0 浦 汐里 ・宮本 あすか
(葛城中学校)
0 髙橋 佳穂 ・五味 愛理
(千葉西高校)
0 中村 さやか・粟飯原 里彩
(千葉南高校)
1 織部 香衣 ・中山 咲良
(千葉西高校)
0 田崎 友菜 ・松本 悠里
(葛城中学校)
1 秋葉 萌 ・秋葉 鞠
(緑町中学校)
0 小渕 はな ・服部 美保
(千葉西高校)
0 平本 藍 ・河合 絵璃香
(あしたばBC)
キ 甲 ひとみ ・高橋 美伶
(こてはし台中学校)
0 江川 真依 ・関口 遥香
(越智中学校)
0 丸島 香澄 ・石川 千紘
(千葉南高校)
0 若林 未希 ・髙橋 渚紗
(千葉西高校)
0 佐久間 菜月・飯野 友愛
(緑町中学校)
0 図師 菜々美・髙橋 ほのか
(県立千葉高校)
0 渡部 亜海 ・嶋野 美由羽
(千葉西高校)
0 須黒 愛芽里・太田 菜都子
(こてはし台中学校)
0 成毛 萌 ・西田 梨
(若松中学校)
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試合番号 勝者名

L2
31
L2
32
L2
33
L2
34
L2
35
L2
36
L2
37
L2
38
L2
39
L2
40
L2
41
L2
42
L2
43
3 L2
回 44
戦 L2
45
L2
46
L2
47
L2
48
L2
49
L2
50
L2
51
L2
52
L2
53
L2
54
L2
55
L2
56
L2
57
L2
58
L2
59

松田 理花 ・大谷 真櫻
(緑町中学校)
初芝 弥 ・岩井 瑞歩
(有吉中学校・加曽利中学校)
迫田 実咲 ・森川 春花
(千葉聖心高校)
増田 朱紗 ・猪口 沙耶
(千葉西高校)
今村 秀美 ・臼井 しおり
(あしたばBC)
菊地 真帆 ・福澤 遙
(千葉西高校)
奥野 ゆりか・渡邉 陽菜
(葛城中学校)
小山 愛理 ・髙谷 あさひ
(県立千葉高校)
塩崎 あかり・花光 笑里
(加曽利中学校)
野上 麻美 ・及川 香
(しらさぎ)
福嵜 彩陽 ・福家 桃香
(検見川高校)
岩田 友香 ・岡本 桃果
(千葉大学)
丸山 尚子 ・田中 胡桃
(千葉南高校)
仙田 千乃 ・山田 樹里
(千葉南高校)
渋谷 凪沙 ・草野 七海
(千葉北高校)
岡田 菜摘 ・國谷 佳奈
(千葉大学)
酒井 紫帆 ・市原 知美
(印西市)
井上 美和 ・花光 真希子
(揚羽)
篠田 涼楓 ・本吉 実穂
(茂原市)
根本 怜奈 ・古怒田 有里
(千葉大学)
小笠原 瑛菜・若菜 佑美
(検見川高校)
並木 亜美 ・野口 日向子
(千葉北高校)
松田 理花 ・大谷 真櫻
(緑町中学校)
初芝 弥 ・岩井 瑞歩
(有吉中学校・加曽利中学校)
増田 朱紗 ・猪口 沙耶
(千葉西高校)
菊地 真帆 ・福澤 遙
(千葉西高校)
塩崎 あかり・花光 笑里
(加曽利中学校)
野上 麻美 ・及川 香
(しらさぎ)
岩田 友香 ・岡本 桃果
(千葉大学)

スコア
2 21-13, 21-20
2 21-0, 21-4
2 21-15, 21-5
2 21-12, 21-11
2 21-4, 21-5
2 21-11, 21-16
2 10-21, 21-14, 11-6
2 21-6, 21-6
2 21-6, 21-6
2 21-5, 21-5
2 21-15, 21-14
2 21-13, 21-8
2 20-21, 21-7, 11-4
2 21-10, 21-4
2 21-11, 21-16
2 21-8, 21-5
2 21-7, 21-5
2 21-3, 21-6
2 21-10, 21-16
2 21-17, 21-17
2 21-10, 21-11
2 21-11, 21-14
2 21-10, 21-7
2 21-6, 21-2
2 21-19, 13-21, 11-10
2 21-19, 21-18
2 21-8, 21-10
2 21-7, 21-12
2 21-15, 21-16

2/3

2017/2/19 19:13
敗者名
0 東海林 実和・諏訪部 仁美
(県立千葉高校)
0 笹川 唯 ・吉田 美亜樹
(葛城中学校)
0 岡村 桃花 ・石井 千秋
(高浜中学校)
0 山﨑 奈菜 ・齊藤 芽衣
(木更津総合高校)
0 山科 きり ・馬場 円香
(千葉南高校)
0 溝口 美沙紀・川﨑 萌恵
(高浜中学校)
1 金木 まゆ ・吉野 友望
(茂原市)
0 齋藤 亜弥 ・渕上 千穗
(越智中学校)
0 齊藤 美波 ・渡邉 杏実
(千葉北高校)
0 今井 実優 ・德田 杏結
(緑町中学校)
0 松本 歩乃佳・比江嶋 里帆
(あしたばBC)
0 安田 茉莉 ・齋藤
(若松中学校)
1 吉田 真緒 ・村上 瑛美
(県立千葉高校)
0 富永 真衣 ・山下 紗緒
(県立千葉高校)
0 楫田 知子 ・綿引 舞子
(稲毛区・緑区)
0 片岡 美月 ・篠原 紘花
(越智中学校)
0 後藤 陽花 ・佐々木 ひいろ
(こてはし台中学校)
0 菊池 咲葵 ・七海 歩美
(千葉南高校)
0 古市 沙樹 ・大木 晴香
(若松中学校)
0 志村 優帆 ・谷 澪乃
(貝塚中学校)
0 田中 奈央 ・村上 由樹
(千葉北高校)
0 志村 帆望 ・鶴賀谷 芙佳
(貝塚中学校)
0 川口 真優 ・平原 歩
(千葉南高校)
0 迫田 実咲 ・森川 春花
(千葉聖心高校)
1 今村 秀美 ・臼井 しおり
(あしたばBC)
0 奥野 ゆりか・渡邉 陽菜
(葛城中学校)
0 小山 愛理 ・髙谷 あさひ
(県立千葉高校)
0 福嵜 彩陽 ・福家 桃香
(検見川高校)
0 丸山 尚子 ・田中 胡桃
(千葉南高校)

第２２回千葉市オープン女子ダブルス２部
試合番号 勝者名

4 L2
回 60
戦 L2
61
L2
62
L2
63
L2
64
L2
65
L2
66
L2
67
準 L2
々 68
決 L2
勝 69
L2
70
L2
71
準 L2
決 72
勝 L2
73
決 L2
勝 74

仙田 千乃 ・山田 樹里
(千葉南高校)
岡田 菜摘 ・國谷 佳奈
(千葉大学)
篠田 涼楓 ・本吉 実穂
(茂原市)
小笠原 瑛菜・若菜 佑美
(検見川高校)
並木 亜美 ・野口 日向子
(千葉北高校)
初芝 弥 ・岩井 瑞歩
(有吉中学校・加曽利中学校)
塩崎 あかり・花光 笑里
(加曽利中学校)
野上 麻美 ・及川 香
(しらさぎ)
仙田 千乃 ・山田 樹里
(千葉南高校)
篠田 涼楓 ・本吉 実穂
(茂原市)
初芝 弥 ・岩井 瑞歩
(有吉中学校・加曽利中学校)
野上 麻美 ・及川 香
(しらさぎ)
仙田 千乃 ・山田 樹里
(千葉南高校)
初芝 弥 ・岩井 瑞歩
(有吉中学校・加曽利中学校)
初芝 弥 ・岩井 瑞歩
(有吉中学校・加曽利中学校)

スコア
2 21-5, 21-11
2 21-20, 16-21, 11-6
2 21-10, 21-12
2 21-10, 21-7
2 21-11, 21-10
2 21-7, 21-5
2 21-7, 21-16
2 21-9, 21-14
2 21-15, 21-18
2 21-18, 21-18
2 21-12, 21-9
2 21-8, 21-20
2 21-20, 21-19
2 21-12, 21-13
2 21-13, 21-13

3/3

2017/2/19 19:13
敗者名
0 渋谷 凪沙 ・草野 七海
(千葉北高校)
1 酒井 紫帆 ・市原 知美
(印西市)
0 井上 美和 ・花光 真希子
(揚羽)
0 根本 怜奈 ・古怒田 有里
(千葉大学)
0 松田 理花 ・大谷 真櫻
(緑町中学校)
0 増田 朱紗 ・猪口 沙耶
(千葉西高校)
0 菊地 真帆 ・福澤 遙
(千葉西高校)
0 岩田 友香 ・岡本 桃果
(千葉大学)
0 岡田 菜摘 ・國谷 佳奈
(千葉大学)
0 小笠原 瑛菜・若菜 佑美
(検見川高校)
0 並木 亜美 ・野口 日向子
(千葉北高校)
0 塩崎 あかり・花光 笑里
(加曽利中学校)
0 篠田 涼楓 ・本吉 実穂
(茂原市)
0 野上 麻美 ・及川 香
(しらさぎ)
0 仙田 千乃 ・山田 樹里
(千葉南高校)

