
平成25年度中学生団体戦（女子の部） 平成26年1月26日（日）
春日井市卓球連盟

38,39 コート

No. Ａ 部 味美中Ａ 西部中Ｂ 高蔵寺中Ｃ 柏原中Ｄ 得点 順位

1 ３－１ ３－０ ３－０ ６ １ 1

2 １－３ ３－０ ３－１ ５ ２

3 ０－３ ０－３ ０－３ ３ ４

4 ０－３ １－３ ３－０ ４ ３

5

ﾒﾝﾊﾞｰ1 水上 梨奈 八鍬 那美 芦澤 七帆 田口 若菜

ﾒﾝﾊﾞｰ2 山田 理子 安藤 葉月 内田 美咲 鶴見 萌乃

ﾒﾝﾊﾞｰ3 松原 くるみ 鈴木 花音 内藤 雪乃 實原 圭那

ﾒﾝﾊﾞｰ4 中村 華恋 石川 実依奈 前田 夏希 吉岡 優衣

ﾒﾝﾊﾞｰ5 中野 由莉菜 白石 流菜 原科 彩季 遠山 荷羅 3
ﾒﾝﾊﾞｰ6 市岡 華侑 広瀬 紗也佳 伊藤 静香 小田 望

ﾒﾝﾊﾞｰ7 矢頭 ひより 稲垣 美月 吉田 明日香

ﾒﾝﾊﾞｰ8 安藤 舞衣子 田口 瑞歩

試合順序

４ﾁｰﾑ ①2-3 ②1-4 ③2-4 ④1-3 ⑤3-4 ⑥1-2

40,41 コート

No. Ｂ 部 高森台中Ａ 石尾台中 高蔵寺中Ｂ 柏原中Ｂ 西部中Ｃ 得点 順位 3

1 １－３ ３－０ ３－１ ３－１ ７ ２

2 ３－１ ３－１ ３－１ ３－１ ８ １

3 ０－３ １－３ １－３ ３－０ ５ ４

4 １－３ １－３ ３－１ ３－０ ６ ３

5 １－３ １－３ ０－３ ０－３ ４ ５

ﾒﾝﾊﾞｰ1 平江 千春 後藤 優奈 加納 聖来 菅田 実沙 井川 寧々

ﾒﾝﾊﾞｰ2 大澤 桃香 木村 優希 高村 李沙 前原 五泉 大島 早貴

ﾒﾝﾊﾞｰ3 上谷 真緒 竹田 汐里 吉村 あみ 赤羽 恵美 佐藤 沙梨

ﾒﾝﾊﾞｰ4 狩谷 万琴 磯村 晴渚 江尻ことの 末広 葵 冨田 茉由

ﾒﾝﾊﾞｰ5 宮川 鈴菜 山本 夏水 入谷 圭 森嶋 えり奈 林 萌々花

ﾒﾝﾊﾞｰ6 熊沢 遥 松本 瑞歩 高桑 春美 本田 ゆい 長谷川 三紗

ﾒﾝﾊﾞｰ7 田中 結梨 廣田 あかり 落合 菜々子

ﾒﾝﾊﾞｰ8 広瀬 葵 前田 波月

試合順序

５ﾁｰﾑ ①2-5 ②3-4 ③1-5 ④2-3 ⑤1-4 ⑥3-5 ⑦2-4 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2

42,43 コート

No. Ｃ 部 高蔵寺中Ａ 柏原中Ａ 南城中 味美中Ｂ 西部中Ｄ 得点 順位

1 １－３ ３－２ １－３ ３－０ ６4/5 ４ 3

2 ３－１ ３－１ ３－０ ３－０ ８ １

3 ２－３ １－３ ３－２ ３－１ ６5/5 ３

4 ３－１ ０－３ ２－３ ３－０ ６5/4 ２

5 ０－３ ０－３ １－３ ０－３ ４ ５

ﾒﾝﾊﾞｰ1 伊藤 理子 田中 美帆 伊藤 美奈 小木曽 杏 後藤 雅央

ﾒﾝﾊﾞｰ2 松田 梨花 山田 桃佳 林 美里 郷原 渚 水谷 仁美

ﾒﾝﾊﾞｰ3 宮木 海香 大西 柚香 安江 千尋 夏目 瑠花 松永 凛

ﾒﾝﾊﾞｰ4 三原 楓 島村 汐音 高木 美里 小倉 夕奈 上之谷 唯 2

ﾒﾝﾊﾞｰ5 松枝 芽以 森下 さやか 前田 結未奈 成田 早希 伊藤 百花

ﾒﾝﾊﾞｰ6 加藤 袖月 黒田 涼子 大橋 彩未 有賀 友香 鵜飼 桃加

ﾒﾝﾊﾞｰ7 坪川 祥子 佐藤 花菜 永嶋 英理 坪井 恵満依

ﾒﾝﾊﾞｰ8 田中 咲月 松本 碧依

試合順序

５ﾁｰﾑ ①2-5 ②3-4 ③1-5 ④2-3 ⑤1-4 ⑥3-5 ⑦2-4 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2

44,45 コート

No. Ｄ 部 中部中 西部中Ａ 東部中 高森台中Ｂ 柏原中Ｃ 得点 順位 1

1 ２－３ ３－２ ２－３ ３－０ ６5/5 ３

2 ３－２ ３－１ ３－０ ３－０ ８ １

3 ２－３ １－３ ３－１ ３－０ ６5/4 ２

4 ３－２ ０－３ １－３ ３－０ ６4/5 ４

5 ０－３ ０－３ ０－３ ０－３ ４ ５

ﾒﾝﾊﾞｰ1 松浦 紗智 武藤 星南 伊藤 泰望 武田 優萌 山本 佳乃子

ﾒﾝﾊﾞｰ2 奥村 知宙 小島 尚子 河村 英里 小木曽 広美 高橋 汐乃

ﾒﾝﾊﾞｰ3 宮田 真由 千賀 桜華 矢田 琴美 河内 優里奈 前田 純貴

ﾒﾝﾊﾞｰ4 稲石 七奈子 武田 唯菜 横田 真奈美 佐橋 あやね 下田 リサ

ﾒﾝﾊﾞｰ5 大田 美沙希 藤田 弥夕 白川 ほなみ 高橋 真央 伊藤 碧

ﾒﾝﾊﾞｰ6 伊藤 七夏美 河西 彩香 下田 彩可 福山 優香 妹尾 多恵

ﾒﾝﾊﾞｰ7 加藤 まなみ 山本 佳奈 小川 琴音 今枝 彩衣 高井 春風

ﾒﾝﾊﾞｰ8 川越 美怜 深見 珠美 平岡 紗歩 後藤 七海 後藤 衿佳

試合順序

５ﾁｰﾑ ①2-5 ②3-4 ③1-5 ④2-3 ⑤1-4 ⑥3-5 ⑦2-4 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2
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