
平成30年1月28日（日）

春日井市総合体育館

No. 得点 順位 No. 得点 順位

1 3－1 3－0 3－0 3－0 8 1 1 0－3 3－2 3－2 5 2
2 1－3 3－0 3－1 3－0 7 2 2 3－0 3－2 3－0 6 1
3 0－3 0－3 3－1 3－0 6 3 3 2－3 2－3 3－2 4 3
4 0－3 1－3 1－3 3－0 5 4 4 2－3 0－3 2－3 3 4
5 0－3 0－3 0－3 0－3 4 5 5 － － － －
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44-46 コート40-41 コート

42-43 コート

決勝トーナメント

米川 愛海 佐野 結衣 沼田　 愛花

４ﾁｰﾑ ①2-3 ②1-4 ③2-4 ④1-3 ⑤3-4 ⑥1-2

星野 百香

松原 愛華 安藤 佑華

坂本 楓恋

石尾台中C

⿁頭 奈々 新井　 ひなた  洞田 美空  近藤 碧

増本 莉子
笠井 ひかり 寺田 かのん 丹野　 穂乃香 鵜飼 心美

鈴木 悠生

田中 　陽菜 石田 菜々実

南城中C柏原中C

笠江 栞織 濱本　 安李 藤田 日菜 細谷 彩乃

⾧谷川　 瑞葵 西塚　 桃子 木村 元香 西山 萌乃平林 万奈 赤木 千姫
坂柳 美優 夏目 侑奈 西岡 奈那

オープン参加

５ﾁｰﾑ ①2-5 ②3-4 ③1-5 ④2-3 ⑤1-4 ⑥3-5 ⑦2-4 ⑧1-3 ⑨4-5 ⑩1-2 ４ﾁｰﾑ ①2-3 ②1-4 ③2-4 ④1-3 ⑤3-4 ⑥1-2

 井上　 真尋 杉崎 花歩 口山 梓

中部中Ａ

南城中B 石尾台中C

高蔵寺中D

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

南城中B

柏原中Ａ 中部中Ａ 高森台中Ａ 柏原中B

柏原中Ａ 高森台中Ａ

柏原中B

CA 高蔵寺中D

田中 咲空

高蔵寺中B

高蔵寺中B

中部中C

中部中C

中尾　 結加 奥村 彩音 渡邉 未来 山本 風香  澤木 結香 滝澤 真優 森下　 真菜 大橋 侑未
髙濵 　里奈 横山 七菜 近藤 穂乃香 林 美羽 服部 未唯 佐藤 千優
纐纈 　菜華  岩田 菜緒 山北 菜音 鎌田 光音 神戸 美潤 久田 里奈 前田　 理音 矢口 芽依 秋丸 真名
鈴木　 野乃花

松本 純佳  加藤 彩 野辺 和奏 井上 純里
竹内 月乃

 大西　 彩加

新立 亜未
玉腰　 ゆか

北沢 早蘭 生駒 さくら 山本 真緒 木庭 実奈穂井上　 真尋 大西　 彩加 佐藤 百華 田川 結那

中部中B 高蔵寺中C 東部中

杉江 風歌

石尾台中B

大友 菜々子

44-46 コート

石尾台中Ａ 高蔵寺中Ａ

高蔵寺中Ａ石尾台中ＡB D南城中A

南城中A 石尾台中B
中部中B 柏原中C

高蔵寺中C 南城中C

東部中
板垣 春那 大石 桃子 伊藤 希 藪下 桃果 宮原 千尋 杉本 真奈
稙田 美尋 仲村 祐菜 瀬戸 陽菜乃 中原 羚花 有島 美優  森井 更沙 松本 笑佳 栗濱　 　穂里 伊藤 樹菜

國川　 楓花 片田 あいる原科 吏歩

八木 茜名  生駒 さくら大前 仁子 有川 絢葉 水野 希星  松本 紗果 安堂 ゆうな
大橋 歩実 伊藤 帆乃佳

重松 香菜子 幅上 和奏
渡邉 野乃花 シェルパ れいな

松野 沙耶
安藤 仁美

小篠 美咲
米田 彩乃 天野 優美  髙井 彩伽

佐藤 千瑛 石田 深愛 松本 琉那

原山 結菜 成田 綾乃 塚本 愛美

大杉 陽菜 太田 凛
岡田 優花洞田 美空

【試合順序】【試合順序】

【試合順序】 【試合順序】

平成29年度中学生団体リーグ戦(女子の部 )

1-1

2-2

3-2

4-1

柏原中Ａ 中部中Ａ 南城中B 石尾台中C 高蔵寺中D

石尾台中Ａ 南城中A 中部中B 高蔵寺中C 東部中

高森台中Ａ 柏原中B 高蔵寺中B 中部中C

高蔵寺中Ａ 石尾台中B 柏原中C 南城中C

1-41-2

高蔵寺中C 東部中

3-1

4-2

1-2

2-1

石尾台中C

1-1 1-3

柏原中B 高蔵寺中B 中部中C

石尾台中B 南城中C

高森台中Ａ

高蔵寺中D

2-1 2-2

南城中B

高蔵寺中Ａ

柏原中Ａ

柏原中A

石尾台中Ａ

柏原中C

南城中A 中部中B

中部中Ａ


