
【日　　程】 ９月８日(土) 雨のち晴れ
◇受付 ８：００～８：１５
◇監督連絡会 ８：１５～
◇公式練習(受付終了後) ８：００～８：３０
◇選手ミーティング ８：３５～
◇競技開始 ９：４０～
◇会場 伊那市営センターテニスコート

９月９日(日) 晴れ
◇受付 ８：００～８：１５
◇監督連絡会 ８：１５～
◇公式練習(受付終了後) ８：００～８：３０
◇選手ミーティング ８：３５～
◇競技開始 ８：５０～
◇会場 伊那市営センターテニスコート

【会　　場】 伊那市営センターテニスコート

【主　　催】 南信高等学校体育連盟

【共　　催】 長野県テニス協会

【主　　管】 南信高等学校体育連盟テニス専門部

【競技委員】 会場長 斉藤　則章 (伊那北高等学校長)
トーナメントディレクター 土橋　亜希 (諏訪実)
レフェリー 小口　直喜 (岡谷南)
アシスタントレフェリー 宮島　浩　（飯Ｏ長） 犬飼　雅樹 (岡谷工)

山岡　翠　（諏訪二葉）野中　学　（弥　生）
玉本　聡志（松　川）

ロービングアンパイア 参加各校顧問

【上位大会】 長野県高等学校新人体育大会テニス競技大会
兼　第41回全国選抜高校テニス大会長野県大会

日程：９月22日(土)・23（日）　予備日25日（火）
会場：松本市浅間温泉庭球公園(砂入り人工芝)
男女とも上位５校が長野県大会の出場権を得る。

平成30年度
南信高等学校新人体育大会テニス競技大会

兼 第41回全国選抜高校テニス大会南信地区大会
結果



2018南信新人

【男子】
№ 学校名 監督 №１ №２ №３ №４ №５ №６ №７ №８ №９

1 飯 田 OIDE 長 姫 宮　島　　　浩 伊　藤　和　也② 木　下　徹　也② 大　牧　功　達② 宮　澤　拓　巳② 片　岡　雅　人② 壬　生　敬　大② 畑　山　詠　佑② 杉　山　航　基② 岡　田　竜　聖②

2 岡 谷 東 中　村　聡　志 佐　藤　綾　斗② 増　澤　　　樹② 田　口　功　也② 米　窪　浩　樹① 根　津　　　遼② 濵　　　聖　人① 三　井　文　翔① 中　平　秀　喜②

3 岡 谷 工 業 犬　飼　雅　樹 大　矢　　　匠② 針　谷　孝太郎② 中　澤　達　也② 藤　森　和　志② 濵　野　紘　鳳② 木　内　　　颯② 小　泉　佑　雅② 小　泉　翔　平①

4 諏 訪 二 葉 山　岡　　　翠 坂　田　学　杜① 太　田　浩　平② 鮎　澤　澪　緒① 雨　宮　真　生② 大　森　　　翼① 戸井田　俊　介① 加　藤　勇　希② 北　原　翔　馬① 芝　﨑　　　匠①

5 松 川 小　林　薫　枝 駒　瀬　万　也② 中　平　朔　矢② 大　平　悠　人② 武　田　翔太郎① 福　澤　維久斗①

6 下 諏 訪 向 陽 牛　山　知　明 藤　森　恭　平② 内　藤　聖　瑛② 安　部　大　樹① 藤　森　亮　馬① 長谷川　隆　基①

7 赤 穂 栁　澤　欣　吾 小町谷　恵　輔① 池　上　太　陽① 丸　山　智　也① 木　下　侑　巨① 森　本　虹　輝① 根　津　奏　音① 湯　澤　大　地① 宮　下　優　希①

8 伊 那 北 勝　家　康太郎 猿　田　南　実② 白　鳥　恒　一② 伊　藤　雄　剛① 桃　澤　健太郎② 唐　澤　幸　佑① 新　井　裕　大① 中　林　悠一郎①

9 諏 訪 実 業 目須田　威　彦 鈴　木　悠　太① 森　元　凛　音① 花　岡　正　也① 伊　藤　怜音馬①

10 飯 田 大　房　信　幸 名　頃　裕　貴② 桃　澤　快　斗② 蜂　谷　　　啓② 桃　澤　信　吾①

11 諏 訪 清 陵 平　出　智　也 矢　嶋　泰　地② 小　川　音　央② 宮　﨑　武　陽② 小　口　慶　人① 林　　　泰　希② 寺　島　漸　人① 菅　沼　瑶　野① 森　田　孝　一① 上久保　天　翔①

12 飯 田 風 越 馬　島　紀　子 小　松　春　樹② 尾　曽　哲　也② 酒　井　春　一① 庭　村　兆　治① 池　上　泰　生① 松　村　柊之介① 細　江　晴太郎① 牧　野　勇　輝① 池　内　勇　翔①

13 東海大付属諏訪 杵　渕　　　隆 佐　藤　　　駿① 西　澤　遥　斗② 嶋　本　和　磨② 西　谷　綾　人② 堀　内　拓　真② 小　野　将　生① 仁　科　結　喜② 小　林　堯　史① 小　林　龍士郎①

14 岡 谷 南 二　藤　和　昌 宮　木　颯　斗② 辻　　　悠　人② 牛　山　蓮　飛② 紺　谷　柊　馬② 日　達　崇　仁② 窪　田　達　哉② 名　取　貴　也① 伊　藤　　　空① 矢　沢　秀　馬②

【女子】
№ 学校名 監督 №１ №２ №３ №４ №５ №６ №７ №８ №９

1 赤 穂 笠　原　智　穂 浦　上　円　香② 中　島　唯　衣② 岩　崎　恵　依② 荻　原　うらら① 信　貴　未　知① 倉　田　実　祐② 佐　藤　梨　花① 北　原　沙　菜② 入　江　琉羽風①

2 東海大付属諏訪 天　笠　　　洋 原　田　珠　伶② 菊　池　真　理② 平　出　愛　奈② 湯　本　　　光② 三　村　実　麗② 永　田　涼　楓② 牛　山　笑　望② 藤　森　彩　夏② 下井田　花　香①

3 飯 田 風 越 村　山　春　香 林　　　優　香② 吉　川　夢　乃① 井　東　夏　子① 山　本　渚　月① 松　島　も　も① 鷲　山　未　羽① 木　下　侑　香① 岩　崎　杏　南①

4 諏 訪 清 陵 髙　橋　　　聡 細　川　実　紘① 竹　村　　　結① 伊　藤　恭　子② 望　月　唯　衣② 西　澤　香　鈴② 樋　口　梨紗子② 芦　沼　　　麗① 野　澤　藍　希② 渡　邉　冴　香②

5 松 川 玉　本　聡　志 田　中　朋　波② 佐　藤　奈　々① 髙　野　志穂美① 橋　爪　真　咲① 石　榑　優　那①

6 諏 訪 実 業 土　橋　亜　希 工　藤　朋　花② 田　中　瑠　梨① 今　井　　　恵① 柳　本　聖　奈② 並　木　花　音① 竹　澤　亜紀菜① 有　賀　姫　和① 倉　嶋　明結菜①

7 伊 那 北 掛　川　萌　花 吉　澤　佑　月① 曽　我　佳　苗② 竹　澤　　　萌② 太　田　明　子② 明　尾　果　歩② 濱　嶋　真千子① 佐　野　日　菜① 前　林　このみ①

8 飯 田 上　條　剛　郎 矢　崎　沙　耶② 後　藤　瑞　歩② 熊　谷　汐　莉② 木　村　日向子① 石　原　　　涼② 牧野内　怜　香①

9 諏 訪 二 葉 堀　内　　　誠 丸　茂　可　奈② 宮　木　奈　緒② 岩　﨑　美　羽② 濱　島　里　穂② 荻　原　妃奈子② 吉　沢　彩季子② 林　　　菜　月② 荻　野　愛　梨① 田　中　優　香①

10 岡 谷 南 小　口　直　喜 平　賀　詩　織② 佐　藤　ひかり② 武　居　なつみ① 富　井　紗　香① 守　屋　七　菜① 小　口　紗也乃① 藤　澤　菜々音① 松　下　優　花① 齊　藤　光　里①

11 岡 谷 東 清　水　一　央 横　田　麻　美② 古　井　里　歩② 勝　本　　　凜② 今　井　愛　胡② 金　井　佑　奈② 花　岡　里　咲② 加　藤　梨　花① 秋　山　陽菜乃①

12 伊 那 弥 生 ヶ 丘 野　中　　　学 松　島　愛　奈② 酒　井　咲　綺① 佐　藤　未　咲② 西　村　彩　花① 中　村　瑠璃子② 北　原　歩　奈② 伊　澤　玲　奈② 伊　藤　　　桜① 北　村　千　華①

登録メンバー表



【男子】

2R1 飯Ｏ長 4R1 伊那北 1R4

5-0 5-0

1R1 岡谷東 3-1 諏訪清陵 2R3

5-0 3-0
3R1 飯Ｏ長 諏訪清陵 諏訪清陵 1R5

3-1 3-2 3R2 5-0

1R2 諏訪二葉

5-0
2R2 諏訪二葉 東海諏訪 1R6

3-1 3-2

1R3 赤穂 岡谷南

5-0 4-1 2R4

4R1敗者 C-2R1敗者

赤穂

3R2敗者 3-1 C-2R2敗者

C-2R1 岡谷南 C-4R1 諏訪二葉

2R1敗者 3-1 3-2
C-1R1 赤穂

2R2敗者 3-0

C-3R1 諏訪二葉

2R3敗者 3-1
C-1R2 東海諏訪

2R4敗者 3-2

諏訪二葉

3R1敗者 C-2R2 3-1

【女子】

2R1 赤穂 4R1 伊那北 2R3

4-1 3-2

1R1 東海諏訪 3-1 諏訪二葉 1R3

3-2 4-1

諏訪清陵 伊那弥生

3R1 3-1 3-1 3R2

1R2 諏訪清陵 岡谷南 1R4

5-0 4-1
諏訪清陵 伊那弥生

2R2 3-2 3-2 2R4

4R1敗者 C-2R1敗者

岡谷南

3R2敗者 3-2 C-2R2敗者

C-2R1 諏訪実業 C-4R1 赤穂

2R1敗者 3-2 3-0

C-1R1 諏訪実業

2R2敗者 3-2

C-3R1 赤穂

2R3敗者 3-0

C-1R2 岡谷南

2R4敗者 3-1

赤穂

3R1敗者 C-2R2 3-2

第４位 諏 訪 実 業

第２位 赤 穂

第３位 伊 那 弥 生 ヶ 丘

第１位 諏 訪 清 陵

第４位 岡 谷 南

第５位 赤 穂

岡 谷 南

赤 穂

東 海 大 付 属 諏 訪

諏訪清陵

第５位 岡 谷 南

第１位 飯 田 OIDE 長 姫

第２位 諏 訪 二 葉

第３位

順位決定トーナメント

12伊 那 弥 生 ヶ 丘

13

5 松 川 岡 谷 東 11

10

諏 訪 二 葉

7

4 諏 訪 清 陵

3 飯 田 風 越

５位

4

岡 谷 東

10

12 伊 那 弥 生 ヶ 丘

7 伊 那 北

伊 那 北 7
５位

10 岡 谷 南

岡 谷 南

1 赤 穂

2 東 海 大 付 属 諏 訪

6 諏 訪 実 業

9 諏 訪 二 葉

２位

諏 訪 二 葉

6 諏 訪 実 業

赤 穂

8 伊 那 北

13 東 海 大 付 属 諏 訪

順位決定トーナメント

２位

11 諏 訪 清 陵

14 岡 谷 南

2

9

7

伊 那 北 7

2 東 海 大 付 属 諏 訪 8

1 赤 穂

飯 田

諏 訪 清 陵

東 海 大 付 属 諏 訪 13

7 赤 穂 岡 谷 南 14

5 松 川 飯 田 風 越 12

6 下 諏 訪 向 陽

平成30年度
南信高等学校新人体育大会テニス競技大会

兼　第41回全国選抜高校テニス大会南信地区大会
平成30年９月８日(土)～９日(日)

1 飯 田 OIDE 長 姫 伊 那 北

4 諏 訪 二 葉 諏 訪 清 陵 11

8

3 岡 谷 工 業 飯 田 10

2 岡 谷 東 諏 訪 実 業 9
飯田OIDE長姫



男子結果詳細

1R1 2 岡谷東 5-0 岡谷工業 3 1R2 4 諏訪二葉 5-0 松　川 5 1R3 7 赤穂 5-0 下諏訪向陽 6 1R4 8 伊那北 5-0 諏訪実業 9
S1 75 S1 60 S1 62 S1 60

S2 63 S2 60 S2 62 S2 62

S3 61 S3 不戦勝 S3 不戦勝 S3 不戦勝

1R5 11 諏訪清陵 5-0 飯田 10 1R6 13 東海大付属諏訪 3-2 飯田風越 12
S1 60 S1 06

S2 60 S2 63

S3 不戦勝 S3 61

2R1 1 飯田OIDE長姫 5-0 岡谷東 2 2R2 4 諏訪二葉 3-1 赤穂 7 2R3 11 諏訪清陵 3-0 伊那北 8 2R4 14 岡谷南 4-1 東海大付属諏訪 13
S1 75 S1 06 S1 62 S1 61

S2 60 S2 62 S2 62 S2 61

S3 60 S3 45打切 S3 02打切 S3 60

3R1 1 飯田OIDE長姫 3-1 諏訪二葉 4 3R2 11 諏訪清陵 3-2 岡谷南 14 4R1 1 飯田OIDE長姫 3-1 諏訪清陵 11
S1 06 S1 36 S1 26

S2 61 S2 60 S2 63

S3 25打切 S3 76(3) S3 61

C1R1 7 赤穂 3-0 岡谷東 2 C1R2 13 東海大付属諏訪 3-2 伊那北 8 C2R1 14 岡谷南 3-1 赤穂 7 C2R2 4 諏訪二葉 3-1 東海大付属諏訪 13
S1 61 S1 26 S1 06 S1 60

S2 64 S2 46 S2 61 S2 76(4)

S3 打切 S3 64 S3 41打切 S3 30打切

C3R1 4 諏訪二葉 3-1 岡谷南 14 C4R1 4 諏訪二葉 3-2 諏訪清陵 11 5決 7 赤穂 3-1 東海大付属諏訪 13
S1 26 S1 63 S1 60

S2 61 S2 36 S2 62

S3 60 S3 62 S3 32打切

佐　藤　綾　斗② 大　矢　　　匠② 坂　田　学　杜① 駒　瀬　万　也② 池　上　太　陽① 藤　森　恭　平② 猿　田　南　実② 森　元　凛　音①

D1
増　澤　　　樹②

64
藤　森　和　志②

D1
雨　宮　真　生②

62
中　平　朔　矢②

D1
小町谷　恵　輔①

61
安　部　大　樹①

D1
桃　澤　健太郎②

61
鈴　木　悠　太①

田　口　功　也② 木　内　　　颯② 戸井田　俊　介① 大　平　悠　人② 丸　山　智　也① 藤　森　亮　馬① 唐　澤　幸　佑① 伊　藤　怜音馬①
米　窪　浩　樹① 針　谷　孝太郎② 鮎　澤　澪　緒① 福　澤　維久斗① 木　下　侑　巨① 内　藤　聖　瑛② 白　鳥　恒　一② 花　岡　正　也①

D2
濵　　　聖　人①

64 濵　野　紘　鳳② D2
大　森　　　翼①

不戦勝
中　林　悠一郎①

D2
根　津　奏　音①

不戦勝 D2
新　井　裕　大①

森　本　虹　輝①

不戦勝
三　井　文　翔① 小　泉　佑　雅② 芝　﨑　　　匠① 湯　澤　大　地①

伊　藤　雄　剛①

矢　嶋　泰　地② 名　頃　裕　貴② 西　澤　遥　斗② 小　松　春　樹②

根　津　　　遼② 中　澤　達　也② 北　原　翔　馬①

D1
小　口　慶　人①

63
桃　澤　快　斗②

D1
佐　藤　　　駿①

16
池　上　泰　生①

林　　　泰　希② 蜂　谷　　　啓② 小　野　将　生① 細　江　晴太郎①
小　川　音　央② 桃　澤　信　吾① 嶋　本　和　磨② 酒　井　春　一①

D2
菅　沼　瑶　野①

不戦勝 D2
堀　内　拓　真②

62 牧　野　勇　輝①
森　田　孝　一① 小　林　堯　史① 池　内　勇　翔①

宮　﨑　武　陽② 西　谷　綾　人② 庭　村　兆　治①

伊　藤　和　也② 佐　藤　綾　斗② 太　田　浩　平② 小町谷　恵　輔① 矢　嶋　泰　地② 猿　田　南　実② 宮　木　颯　斗② 佐　藤　　　駿①

D1
宮　澤　拓　巳②

60
増　澤　　　樹②

D1
坂　田　学　杜①

64
丸　山　智　也①

D1
小　口　慶　人①

52打切
桃　澤　健太郎②

D1
紺　谷　柊　馬②

76(4)
嶋　本　和　磨②

片　岡　雅　人② 田　口　功　也② 大　森　　　翼① 木　下　侑　巨① 林　　　泰　希② 唐　澤　幸　佑① 日　達　崇　仁② 小　野　将　生①
木　下　徹　也② 米　窪　浩　樹① 鮎　澤　澪　緒① 池　上　太　陽① 小　川　音　央② 白　鳥　恒　一② 辻　　　悠　人② 西　谷　綾　人②

D2
畑　山　詠　佑②

60
濵　　　聖　人①

D2
雨　宮　真　生②

63 森　本　虹　輝① D2
菅　沼　瑶　野①

62 新　井　裕　大① D2 窪　田　達　哉② 16 小　林　堯　史①
杉　山　航　基② 三　井　文　翔① 戸井田　俊　介① 根　津　奏　音① 森　田　孝　一① 中　林　悠一郎① 名　取　貴　也① 小　林　龍士郎①

大　牧　功　達② 根　津　　　遼② 加　藤　勇　希② 湯　澤　大　地① 宮　﨑　武　陽② 伊　藤　雄　剛① 牛　山　蓮　飛② 堀　内　拓　真②

伊　藤　和　也② 坂　田　学　杜① 矢　嶋　泰　地② 宮　木　颯　斗②

D1
宮　澤　拓　巳②

64
大　森　　　翼①

D1
小　口　慶　人①

63
紺　谷　柊　馬②

片　岡　雅　人② 戸井田　俊　介① 林　　　泰　希② 日　達　崇　仁②
小　川　音　央② 辻　　　悠　人②

D2
畑　山　詠　佑②

62
雨　宮　真　生②

D2 菅　沼　瑶　野①

伊　藤　和　也② 矢　嶋　泰　地②

36 窪　田　達　哉②
杉　山　航　基② 芝　﨑　　　匠① 森　田　孝　一① 矢　沢　秀　馬②

木　下　徹　也② 太　田　浩　平②

D1
宮　澤　拓　巳②

25打切
小　口　慶　人①

片　岡　雅　人② 林　　　泰　希②
木　下　徹　也② 小　川　音　央②

D2
畑　山　詠　佑②

60
菅　沼　瑶　野①

杉　山　航　基② 森　田　孝　一①

大　牧　功　達② 宮　﨑　武　陽②

小町谷　恵　輔① 佐　藤　綾　斗② 佐　藤　　　駿① 猿　田　南　実②

大　牧　功　達② 鮎　澤　澪　緒① 宮　﨑　武　陽② 牛　山　蓮　飛②

辻　　　悠　人② 小町谷　恵　輔① 坂　田　学　杜① 佐　藤　　　駿①

D1
丸　山　智　也①

63
増　澤　　　樹②

D1
嶋　本　和　磨②

64
桃　澤　健太郎②

D1
宮　木　颯　斗②

61
丸　山　智　也①

D1
大　森　　　翼①

26
嶋　本　和　磨②

木　下　侑　巨① 田　口　功　也② 小　野　将　生① 唐　澤　幸　佑① 伊　藤　　　空① 木　下　侑　巨① 戸井田　俊　介① 小　野　将　生①
池　上　太　陽① 米　窪　浩　樹① 西　谷　綾　人② 白　鳥　恒　一② 牛　山　蓮　飛② 池　上　太　陽① 太　田　浩　平② 西　谷　綾　人②

D2
森　本　虹　輝①

11打切
濵　　　聖　人①

D2
小　林　堯　史①

63
新　井　裕　大①

D2 窪　田　達　哉② 62
森　本　虹　輝①

D2
雨　宮　真　生②

60
小　林　堯　史①

根　津　奏　音① 三　井　文　翔① 小　林　龍士郎① 中　林　悠一郎① 矢　沢　秀　馬② 根　津　奏　音① 芝　﨑　　　匠① 小　林　龍士郎①

湯　澤　大　地① 根　津　　　遼② 堀　内　拓　真② 伊　藤　雄　剛① 日　達　崇　仁② 湯　澤　大　地① 鮎　澤　澪　緒① 堀　内　拓　真②

太　田　浩　平② 宮　木　颯　斗② 坂　田　学　杜① 矢　嶋　泰　地② 小町谷　恵　輔① 佐　藤　　　駿①

D1
坂　田　学　杜①

61
辻　　　悠　人②

D1
大　森　　　翼①

大　森　　　翼① 窪　田　達　哉② 戸井田　俊　介①
06

小　口　慶　人①
D1

丸　山　智　也①
57

嶋　本　和　磨②
林　　　泰　希② 木　下　侑　巨① 小　野　将　生①

鮎　澤　澪　緒① 牛　山　蓮　飛② 太　田　浩　平② 小　川　音　央② 池　上　太　陽① 西　谷　綾　人②

D2
雨　宮　真　生②

12打切 日　達　崇　仁② D2
雨　宮　真　生②

戸井田　俊　介① 矢　沢　秀　馬② 芝　﨑　　　匠①
60

菅　沼　瑶　野①
D2

森　本　虹　輝①
63

小　林　堯　史①
森　田　孝　一① 根　津　奏　音① 小　林　龍士郎①

北　原　翔　馬① 名　取　貴　也① 鮎　澤　澪　緒① 宮　﨑　武　陽② 湯　澤　大　地① 堀　内　拓　真②



女子結果詳細

1R1 2 東海大付属諏訪 3-2 飯田風越 3 1R2 4 諏訪清陵 5-0 松　川 5 1R3 9 諏訪二葉 4-1 飯田 8 1R4 10 岡谷南 4-1 岡谷東 11
S1 06 S1 64 S1 64 S1 60

S2 57 S2 60 S2 62 S2 (3)67

S3 62 S3 不戦勝 S3 不戦勝 S3 61

2R1 1 赤穂 4-1 東海大付属諏訪 2 2R2 4 諏訪清陵 3-2 諏訪実業 6 2R3 7 伊那北 3-2 諏訪二葉 9 2R4 12 伊那弥生ヶ丘 3-2 岡谷南 10
S1 60 S1 76(4) S1 62 S1 63

S2 63 S2 46 S2 46 S2 63

S3 64 S3 63 S3 16 S3 16

3R1 4 諏訪清陵 3-1 赤穂 1 3R2 12 伊那弥生ヶ丘 3-1 伊那北 7 4R1 4 諏訪清陵 3-1 伊那弥生ヶ丘 12
S1 06 S1 62 S1 54打切

S2 76(1) S2 64 S2 61

S3 11打切 S3 01打切 S3 36

C1R1 6 諏訪実業 3-2 東海大付属諏訪 2 C1R2 10 岡谷南 3-1 諏訪二葉 9 C2R1 6 諏訪実業 3-2 伊那北 7 C2R2 1 赤穂 3-2 岡谷南 10
S1 63 S1 61 S1 26 S1 60

S2 62 S2 36 S2 63 S2 63

S3 60 S3 54打切 S3 75 S3 46

C3R1 1 赤穂 3-0 諏訪実業 6 C4R1 1 赤穂 3-0 伊那弥生ヶ丘 12 ５決 10 岡谷南 3-2 伊那北 7
S1 60 S1 61 S1 60

S2 60 S2 62 S2 36

S3 60 S3 34 S3 61

矢　崎　沙　耶②
荻　原　妃奈子② 後　藤　瑞　歩② 守　屋　七　菜①

武　居　なつみ① 勝　本　　　凜②
藤　森　彩　夏② 松　島　も　も① 西　澤　香　鈴② 橋　爪　真　咲①
原　田　珠　伶② 山　本　渚　月① 望　月　唯　衣② 髙　野　志穂美① 濱　島　里　穂②

木　村　日向子①

今　井　愛　胡②
平　出　愛　奈② 吉　川　夢　乃① 伊　藤　恭　子② 佐　藤　奈　々① 宮　木　奈　緒② 石　原　　　涼② 佐　藤　ひかり② 古　井　里　歩②

小　口　紗也乃① 花　岡　里　咲②
三　村　実　麗② 木　下　侑　香① 芦　沼　　　麗①
湯　本　　　光② 鷲　山　未　羽① 樋　口　梨紗子②

野　澤　藍　希② 岩　﨑　美　羽② 富　井　紗　香① 金　井　佑　奈②

今　井　　　恵①
平　賀　詩　織②

D1
太　田　明　子②

63

加　藤　梨　花①林　　　菜　月② 牧野内　怜　香① 藤　澤　菜々音①
D2

倉　田　実　祐② 藤　森　彩　夏② 西　澤　香　鈴②
D1

岩　崎　恵　依② 原　田　珠　伶② 望　月　唯　衣②

三　村　実　麗② 芦　沼　　　麗①

竹　澤　亜紀菜①
中　島　唯　衣② 平　出　愛　奈② 伊　藤　恭　子② 田　中　瑠　梨①

61 D1 46

西　村　彩　花① 太　田　明　子②
竹　村　　　結① 浦　上　円　香②

有　賀　姫　和①

信　貴　未　知① 永　田　涼　楓② 野　澤　藍　希② 並　木　花　音①
北　原　沙　菜②

明　尾　果　歩② 西　澤　香　鈴② 中　村　瑠璃子②
望　月　唯　衣② 西　村　彩　花①

西　澤　香　鈴② 荻　原　うらら① 中　村　瑠璃子②
望　月　唯　衣② 中　島　唯　衣②

伊　藤　恭　子② 信　貴　未　知① 酒　井　咲　綺① 竹　澤　　　萌② 伊　藤　恭　子② 酒　井　咲　綺①

渡　邉　冴　香② 倉　田　実　祐② 北　村　千　華①
D2 61 D2

樋　口　梨紗子② 岩　崎　恵　依② 伊　藤　　　桜①

佐　藤　未　咲②
佐　野　日　菜① 渡　邉　冴　香② 北　村　千　華①

06 D2 60濱　嶋　真千子① 樋　口　梨紗子② 伊　藤　　　桜①

前　林　このみ①

荻　原　妃奈子②

工　藤　朋　花② 菊　池　真　理② 平　賀　詩　織②

芦　沼　　　麗①

有　賀　姫　和① 藤　森　彩　夏② 守　屋　七　菜①

芦　沼　　　麗① 北　原　沙　菜② 佐　藤　未　咲②

今　井　　　恵① 永　田　涼　楓② 富　井　紗　香① 岩　﨑　美　羽②

並　木　花　音① 湯　本　　　光② 小　口　紗也乃① 吉　沢　彩季子②
竹　澤　亜紀菜① 三　村　実　麗②

岩　崎　恵　依② 工　藤　朋　花②
浦　上　円　香② 柳　本　聖　奈② 浦　上　円　香② 松　島　愛　奈②

佐　藤　梨　花① 有　賀　姫　和①

倉　田　実　祐② 今　井　　　恵①
中　島　唯　衣② 竹　澤　亜紀菜①

北　原　沙　菜② 佐　藤　未　咲②

菊　池　真　理② 林　　　優　香② 竹　村　　　結① 田　中　朋　波② 丸　茂　可　奈② 熊　谷　汐　莉② 平　賀　詩　織② 横　田　麻　美②

D1 61 D1 60 D1 61 D1 63

D2 64 D2 不戦勝 D2 06
吉　沢　彩季子②

75

浦　上　円　香② 菊　池　真　理② 竹　村　　　結① 工　藤　朋　花② 曽　我　佳　苗② 丸　茂　可　奈② 松　島　愛　奈②

永　田　涼　楓② 井　東　夏　子①

濱　島　里　穂②
D1

西　村　彩　花①
(3)67

武　居　なつみ①
明　尾　果　歩② 荻　原　妃奈子② 中　村　瑠璃子② 守　屋　七　菜①

D2 57 D2 62 D2
濱　嶋　真千子①荻　原　うらら① 湯　本　　　光② 樋　口　梨紗子② 柳　本　聖　奈②

竹　澤　　　萌② 宮　木　奈　緒② 酒　井　咲　綺① 佐　藤　ひかり②

佐　野　日　菜① 林　　　菜　月② 北　村　千　華① 藤　澤　菜々音①

前　林　このみ① 岩　﨑　美　羽② 佐　藤　未　咲② 富　井　紗　香①

64 吉　沢　彩季子② D2
伊　藤　　　桜①

06 小　口　紗也乃①

松　島　愛　奈② 曽　我　佳　苗② 竹　村　　　結① 松　島　愛　奈②

D1 64 D1 63 D1 63

佐　藤　ひかり②

D1 26 D1 62 D1
柳　本　聖　奈② 原　田　珠　伶② 武　居　なつみ① 濱　島　里　穂②

62
太　田　明　子②

D1
岩　崎　恵　依②

26

丸　茂　可　奈② 工　藤　朋　花② 曽　我　佳　苗② 浦　上　円　香②

D2 26 D2 75 D2

今　井　　　恵①

田　中　瑠　梨① 平　出　愛　奈② 佐　藤　ひかり② 宮　木　奈　緒②

林　　　菜　月②藤　澤　菜々音①
D2

荻　原　うらら①
62

平　賀　詩　織②
竹　澤　亜紀菜① 明　尾　果　歩② 倉　田　実　祐② 守　屋　七　菜①
田　中　瑠　梨① 竹　澤　　　萌② 中　島　唯　衣② 武　居　なつみ①

有　賀　姫　和① 佐　野　日　菜① 北　原　沙　菜② 藤　澤　菜々音①
柳　本　聖　奈②

並　木　花　音① 前　林　このみ① 信　貴　未　知① 富　井　紗　香①

26 濱　嶋　真千子① 小　口　紗也乃①

平　賀　詩　織② 竹　澤　　　萌②

D1 65打切 D1
岩　崎　恵　依②

32打切
西　村　彩　花①

D1
武　居　なつみ①

75
曽　我　佳　苗②

倉　田　実　祐② 中　村　瑠璃子② 守　屋　七　菜① 明　尾　果　歩②

D2 31打切 D2
荻　原　うらら①

60 伊　藤　　　桜①荻　原　うらら① 田　中　瑠　梨①
北　原　沙　菜② 並　木　花　音①

中　島　唯　衣② 酒　井　咲　綺① 佐　藤　ひかり② 太　田　明　子②

佐　藤　梨　花① 北　村　千　華①
富　井　紗　香① 濱　嶋　真千子①

D2 小　口　紗也乃① 16
吉　澤　佑　月①

藤　澤　菜々音① 佐　野　日　菜①


