
平成１８年度関東高等学校選抜テニス大会東京代表選考会（男子）

登録選手（選手名の後ろの数字は学年）
学校名 監督名 選手名

１ 東海大菅生 矢﨑 篤 大野 貴央② 綿貫 裕介① 高梨 祐宏② 竹島 駿朗① 石黒 澪② 辻田 康太郎① 島崎 暁生① 対馬 建太郎① 坂本 亘利②
２ 早稲田実業 玉井 邦彦 粟谷 尚生① 河西 大樹② 森 一真② 加藤 優貴① 岩崎 秀人① 野口 隼平② 中林 直規② 大山 悠太② 岸川 京佑①
３ 成蹊 渡邊 大 菅野 孝之② 増井 康亮② 中郡 翔太郎①宮城 志有人② 渡部 俊宗② 堀本 類② 松原 祐輔② 舟生 晶太郎② 関 優太②
４ 大成 小峰 勝弘 土田 大介② 佐藤 充① 佐藤 勇志② 三井 航① 佐藤 圭① 川見 隆宏② 醍醐 尉志① 八木 翔一朗② 前田 勇人①
５ 堀越 長澤 薫 大橋 諒介② 金澤 遼② 三井 成明② 川島 恵② 冨田 翔吾② 橋中 慎吾① 佐藤 大仁① 外崎 佑弥①
６ 暁星 梅津 壮史 佐々木 啓介② 神田 祐樹② 富田 雄貴② 川神　智② 高田 洋一郎② 明楽 一隆① 越知 雄紀① 山本 康介② 鈴木 翔太①
７ ICU 石川 和弘 荘司 洋平② 吉峯 順平② 村瀬 朋也① 木村 拓矢② 伊藤 拓郎① 山下 恒平② 佐藤 大志① 長見 卓哉②
８ 八王子東 齋藤 和男 千葉 和樹② 小島 一希② 日野出 充樹② 林 和幸② 渡邉 新吾② 松岡 英央② 中野 隆② 菊池 祐貴① 佐々木 俊治①
９ 西 野間 明 井形 悠② 若木 太郎① 若井 一生② 福室 駿介① 篠田 大紀② 杉浦 聡② 保坂 優樹② 金川 泰誠② 常川 拓浩②

１０ 学習院 上野 正樹 高橋 弘成② 大久保 千瑛②田辺 一翔里① 横山 春紀② 石橋 広大② 米倉 慶一郎② 倉島 宏卓② 堤 康平② 松永 直也②
１１ 成城学園 萩野 仁美 佐々木 瞭① 吉田 一喜① 叶賀 卓① 山下 達也① 伏見 孝弘① 西村 英佑① 内藤 隆太① 田中遼太郎② 田中貴之①
１２ 豊島 谷口 雅晴 北原 駿② 斉藤 大夢① 桑野 翔太郎② 三壁 祐哉② 稲葉 匡洋② 木下 浩之② 奥富 大樹② 落合 淳① 中井 信吾①
１３ 国士舘 早川 章一 山本 純平② 吉岡 晃平② 田丸 周平② 真神 康祐② 玉木 駿② 越後谷 和紀② 関口 哲朗② 新藤 健樹② 望月 輝①
１４ 立教池袋 原 真也 三木原 健太②小林 俊太郎② 井樋 大貴② 橋本 昴② 松浦 健人② 森田 大樹① 矢尾 裕太② 高橋 孝輔① 飯島 隆太郎①

成蹊
４１

東海大菅生 暁星
５０ ３２

ICU 暁星
３２ ３２

大成
５０

早稲田実業 大成
４１ ４１

成城学園 立教池袋
３２ ３２

１－４位リーグ ５－８位リーグ

学校名 勝敗 学校名 勝敗

早稲田実業

ICU ３敗４位 暁星 ３敗 ８位

１４

立教池袋 ２勝１敗

３位 大成 １勝２敗 ７位 成城学園 １勝２敗

２位

成蹊 ３勝

２勝１敗 ６位

１位 東海大菅生 ３勝 ５位

４１

大成 ０５ ２３ ４１ 立教池袋 ４１ ４１

１４

暁星 ０５ ０５ １４ 成蹊 ４１ ５０

１４

早稲田実業 ０５ ５０ ３２ 成城学園 ３２ ０５

立教池袋

東海大菅生 ５０ ５０ ５０ ＩＣＵ ２３ １４

大成 成城学園 成蹊ＩＣＵ

暁星

東海大菅生 成蹊

Bye 西

八王子東 堀越

（２）
成城学園 立教池袋

東海大菅生 早稲田実業 暁星

（３）（１）

（４）
Bye 国士舘

早稲田実業 大成

豊島 学習院

ICU



男子予選トーナメント結果
１回戦

ICU ③ ２ 豊島 成城学園 ③ ２ 八王子東 成蹊 ④ １ 西
S1 荘司 洋平② ⑥ １ 北原 駿② S1 吉田 一喜① １ ⑥ 千葉 和樹② S1 菅野 孝之② ⑥ ０ 若木 太郎①

村瀬 朋也① 三壁 祐哉② 佐々木 瞭① 林 和幸② 増井 康亮② 井形 悠②
伊藤 拓郎① 稲葉 匡洋② 西村 英佑① 中野 隆② 宮城 志有人② 杉浦 聡②

S2 山下 恒平② ２ ⑥ 斉藤 大夢① S2 山下 達也① ２ ⑥ 小島 一希② S2 中郡 翔太郎① ⑥ １ 若井 一生②
吉峯 順平② 桑野 翔太郎② 叶賀 卓① 渡邉 新吾② 渡部 俊宗② 福室 駿介①
佐藤 大志① 落合 淳① 田中貴之① 松岡 英央② 松原 祐輔② 篠田 大紀②

S3 長見 卓哉② ⑥ ２ 奥富 大樹② S3 伏見 孝弘① ⑥ ２ 日野出 充樹② S3 堀本 類② ⑥ ４ 保坂 優樹②

暁星 ③ ２ 学習院 大成 ⑤ ０ 国士舘 立教池袋 ③ ２ 堀越
S1 佐々木 啓介② ⑥ ４ 高橋 弘成② S1 佐藤 充① ⑥ １ 山本 純平② S1 三木原 健太② ０ ⑥ 大橋 諒介②

神田 祐樹② 大久保 千瑛② 土田 大介② 真神 康祐② 井樋 大貴② 川島 恵②
明楽 一隆① 倉島 宏卓② 八木 翔一朗② 越後谷 和紀② 矢尾 裕太② 冨田 翔吾②

S2 富田 雄貴② ⑥ ２ 堤 康平② S2 佐藤 勇志② ⑥ ０ 吉岡 晃平② S2 小林 俊太郎② ２ ⑥ 金澤 遼②
高田 洋一郎② 横山 春紀② 佐藤 圭① 関口 哲朗② 松浦 健人② 橋中 慎吾①
山本 康介② 石橋 広大② 醍醐 尉志① 新藤 健樹② 森田 大樹① 佐藤 大仁①

S3 川神　智② ⑥ ３ 松永 直也② S3 川見 隆宏② ⑥ ２ 田丸 周平② S3 橋本 昴② ⑥ ４ 三井 成明②

S1 S1

S2 S2

S3 S3

２回戦
東海大菅生 ⑤ ０ ICU 早稲田実業 ④ １ 成城学園 暁星 ③ ２ 成蹊

S1 大野 貴央② ⑥ ２ 荘司 洋平② S1 河西 大樹② ⑥ １ 佐々木 瞭① S1 佐々木 啓介② ⑦ ５ 菅野 孝之②
高梨 祐宏② 木村 拓矢② 岩崎 秀人① 伏見 孝弘① 神田 祐樹② 増井 康亮②
石黒 澪② 伊藤 拓郎① 野口 隼平② 西村 英佑① 明楽 一隆① 宮城 志有人②

S2 綿貫 裕介① ⑥ ０ 吉峯 順平② S2 森 一真② ⑥ ４ 吉田 一喜① S2 富田 雄貴② ⑦ ６(6) 中郡 翔太郎①
辻田 康太郎① 山下 恒平② 中林 直規② 叶賀 卓① 川神　智② 渡部 俊宗②
対馬 建太郎① 佐藤 大志① 大山 悠太② 田中貴之① 高田 洋一郎② 松原 祐輔②

S3 竹島 駿朗① ⑥ ０ 長見 卓哉② S3 加藤 優貴① ⑥ １ 内藤 隆太① S3 越知 雄紀① ２ ⑥ 堀本 類②

大成 ④ １ 立教池袋
S1 佐藤 充① ⑥ ２ 三木原 健太②

土田 大介② 井樋 大貴②
八木 翔一朗② 矢尾 裕太②

S2 佐藤 勇志② ４ ⑥ 小林 俊太郎②
佐藤 圭① 松浦 健人②

醍醐 尉志① 森田 大樹①
S3 川見 隆宏② ⑥ ３ 橋本 昴②

D1 １ D1 ⑥⑥

D1 ⑥

D2 ⑦ D2 ⑥６(2)

⑥

D1 ⑥

D2 ４

D2 ⑥

D1 １

D2 １ D2 ⑥

D1 ⑥

D1 D1

D2 D2

D2 ⑥

D1 ⑥ D1 ５

D2 ⑥ D2 ⑥

３

D1 ⑥

D2 ⑥

⑥

１

０

３

１

２

２

０

⑦

２

⑥

３

０

０

⑥

３

D1 １



男子
本戦リーグ（１位～４位）

東海大菅生 ⑤ ０ 大成 早稲田実業 ⑤ ０ 暁星 東海大菅生 ⑤ ０ 早稲田実業
S1 大野 貴央② ⑥ ２ 佐藤 充① S1 河西 大樹② ⑦ ５ 佐々木 啓介② S1 大野 貴央② ⑥ ４ 河西 大樹②

高梨 祐宏② 土田 大介② 森 一真② 神田 祐樹② 高梨 祐宏② 森 一真②
石黒 澪② 八木 翔一朗② 野口 隼平② 高田 洋一郎② 石黒 澪② 野口 隼平②

S2 綿貫 裕介① ⑥ １ 佐藤 勇志② S2 加藤 優貴① ⑦ ５ 富田 雄貴② S2 綿貫 裕介① ⑥ ３ 加藤 優貴①
辻田 康太郎① 醍醐 尉志① 岩崎 秀人① 川神　智② 辻田 康太郎① 岩崎 秀人①
対馬 建太郎① 佐藤 圭① 中林 直規② 越知 雄紀① 対馬 建太郎① 中林 直規②

S3 竹島 駿朗① ⑥ １ 川見 隆宏② S3 岸川 京佑① ⑦ ６(4) 明楽 一隆① S3 竹島 駿朗① ⑥ ０ 大山 悠太②

東海大菅生 ⑤ ０ 暁星 早稲田実業 ③ ２ 大成 大成 ④ １ 暁星
S1 大野 貴央② ⑥ ２ 佐々木 啓介② S1 粟谷 尚生① ６(2) ⑦ 土田 大介② S1 土田 大介② ２ ⑥ 佐々木 啓介②

高梨 祐宏② 神田 祐樹② 森 一真② 佐藤 勇志② 三井 航① 富田 雄貴②
石黒 澪② 高田 洋一郎② 野口 隼平② 八木 翔一朗② 八木 翔一朗② 高田 洋一郎②

S2 綿貫 裕介① ⑥ ２ 富田 雄貴② S2 河西 大樹② ⑦ ５ 佐藤 充① S2 佐藤 充① ⑥ ０ 神田 祐樹②
辻田 康太郎① 明楽 一隆① 岩崎 秀人① 佐藤 圭① 佐藤 圭① 明楽 一隆①
対馬 建太郎① 鈴木 翔太① 中林 直規② 醍醐 尉志① 醍醐 尉志① 越知 雄紀①

S3 竹島 駿朗① ⑥ ２ 川神　智② S3 加藤 優貴① ⑥ ２ 川見 隆宏② S3 佐藤 勇志② ⑥ ２ 川神　智②

男子
本戦リーグ（５～８位）

立教池袋 ④ １ ICU 成蹊 ⑤ ０ 成城学園 成蹊 ④ １ 立教池袋
S1 三木原 健太② １ ⑥ 荘司 洋平② S1 中郡 翔太郎① ⑥ ０ 佐々木 瞭① S1 中郡 翔太郎① ⑥ ３ 三木原 健太②

井樋 大貴② 村瀬 朋也① 増井 康亮② 伏見 孝弘① 増井 康亮② 井樋 大貴②
矢尾 裕太② 木村 拓矢② 渡部 俊宗② 西村 英佑① 渡部 俊宗② 松浦 健人②

S2 小林 俊太郎② ⑥ １ 山下 恒平② S2 宮城 志有人② ⑥ １ 吉田 一喜① S2 宮城 志有人② ６(4) ⑦ 小林 俊太郎②
松浦 健人② 吉峯 順平② 松原 祐輔② 田中遼太郎② 松原 祐輔② 橋本 昴②
森田 大樹① 佐藤 大志① 舟生 晶太郎② 田中貴之① 舟生 晶太郎② 矢尾 裕太②

S3 橋本 昴② ⑦ ５ 長見 卓哉② S3 堀本 類② ⑥ １ 叶賀 卓① S3 堀本 類② ⑥ ０ 森田 大樹①

成蹊 ④ １ ICU 立教池袋 ④ １ 成城学園 成城学園 ③ ２ ICU
S1 中郡 翔太郎① ４ ⑥ 荘司 洋平② S1 三木原 健太② ⑥ １ 吉田 一喜① S1 叶賀 卓① ０ ⑥ 荘司 洋平②

増井 康亮② 村瀬 朋也① 井樋 大貴② 佐々木 瞭① 吉田 一喜① 吉峯 順平②
渡部 俊宗② 木村 拓矢② 矢尾 裕太② 西村 英佑① 西村 英佑① 佐藤 大志①

S2 宮城 志有人② ⑥ ０ 山下 恒平② S2 小林 俊太郎② ⑥ １ 山下 達也① S2 山下 達也① ５ ⑦ 山下 恒平②
松原 祐輔② 吉峯 順平② 松浦 健人② 叶賀 卓① 佐々木 瞭① 木村 拓矢②

舟生 晶太郎② 佐藤 大志① 森田 大樹① 田中貴之① 田中貴之① 伊藤 拓郎①
S3 堀本 類② ⑥ ０ 長見 卓哉② S3 橋本 昴② ⑥ ４ 伏見 孝弘① S3 伏見 孝弘① ⑥ ０ 長見 卓哉②

４D1 ⑥ D1 ⑥

D2 ⑥ D2 ⑥３

D2 ⑥ D2 ⑥０

D1 ⑥ D1 ５０

D1 ⑥ D1 ⑥４

D2 ⑥ D2 ⑥４

D2 ⑥

D1 ⑥ D1 ０

D2 ⑥ D2 ⑥

D1 ⑥

D1 ⑥

D1 ⑥

D2 ⑥

D2 ⑥

０

３

０

１

D1 ⑥

D2 ⑥

⑦

３

２

３

⑥

２

３

１

３

１

２

３

２

１



平成１８年度関東高等学校選抜テニス大会東京代表選考会（女子）

登録選手（選手名の後ろの数字は学年）
学校名 監督名 選手名

１ 堀越 佐々木 一男 横田 那津美② 内藤 陽子② 奥田 なる美② 矢野 舞子② 柏 由紀② 書上 せつ伊①書上 すみ伊①長岡 穂乃佳①
２ 早稲田実業 青柳 文男 桑田 寛子① 伊従 智子① 杉山 有紀② 佐瀬 あいか② 田代 真実① 加藤 ゆい① 山口 絵里奈② 曽我 絵理① 柴田 奈緒②
３ 富士見丘 白鶯 訓彦 大竹 志歩① 滝村 莉那② 関 真由美① 片野坂 恵理② 権頭 由梨② 岸 友梨絵① 谷川 麻里絵① 鈴木 理沙① 板橋 早紀①
４ 共栄学園 寺本 成和 丸田 有花② 木川 里奈② 荒 菜摘① 高橋 友里② 渡辺 麻衣① 高橋 美奈① 高口 彩華① 須藤 理予② 重岡 あゆみ②
５ 帝京 生沼 明人 幸村 舞② 山口 祐果① 新井 美希① 山崎 千鶴① 小島 朋子② 伊藤 美奈① 中沢 美奈② 辻野 真央② 雨宮 育美②
６ 松が谷 石橋 岳比古 白石 つぐみ② 古賀 美沙紀② 宮田 真理② 坂口 舞② 市川 美咲② 安部 佳緒理① 田代 智美① 鈴木 美生① 宮下 結衣②
７ 成蹊 横井 亮 宇野 由利子② 橋本 梨奈② 松本 みなみ② 馬渡 なつき① 福田 阿紗子② 深見 つくし② 永田 夏琳① 長町 阿希乃① 古川 千尋①
８ 東京 上口 弘 原 弘美① 星 絵里子② 小林 琴海② 黒谷 茜① 稲垣 あずさ① 草島 夕貴② 五十嵐 有海① 古川 千晶② 小野 美里②
９ 大妻多摩 小澤 剛 鈴木 春香② 仲野 沙梨② 榊原 史子① 乙竹 美佳② 菊地 美帆② 丸田 藍子① 成瀬 愛① 大竹 祐未② 村越 友紀①

１０ 東大和 高橋 憲司 高木 頌佳② 久松 成美② 星野 恵美② 磯部 久美② 中村 優香② 羽村 彩香① 尾崎 美咲② 大須賀 晶① 奥野 美咲②
１１ 山脇学園 冨井 麻喜 染谷 莉子① 三橋 祥子① 石塚 紀恵① 吉澤 聡美① 能圓坊 祐子① 佐藤 愛② 相原 佳那子①清水 久美子① 内田 桂都①
１２ 明中八王子 野澤 健也 下田 真莉奈② 金田 怜美② 川幡 真由奈① 川口 ゆき② 大野 花月② 難波 利佳② 勝 里美② 飯生 知未① 細田 彩織①
１３ 戸山 柏野 裕昭 武井 祥子② 森山 かおり① 関沢 絵理子② 中村 あづさ② 山本 佳奈② 有山 花菜② 堀切 佐和子② 大根田 薫② 森 春佳①
１４ 第五商業 安齋 晴彦 伊藤 綾花② 椎野 温子② 金縄 綾香① 赤坂 香菜子① 青木 芽生① 三浦 華帆① 山崎 槙与② 白井 珠奈② 小野 佳代②

１５ 慶応女子 丸山 哲哉 鹿子木 文① 田中 泉① 増岡 直美② 吉田 彩② 原 志津香② 立松 春紀② 吉村 梨紗② 西川 紗② 野尻 亜沙子②

富士見丘
５０

堀越 富士見丘
５０ ４０

東京 明中八王子
４１ ３２

早稲田実業 共栄学園
５０ ４１

早稲田実業 共栄学園
３０ ３０

帝京 松が谷
３２ ３２

１－４位リーグ ５－８位リーグ

学校名 勝敗 ｾｯﾄ/総ｾｯﾄ 学校名 勝敗 ｾｯﾄ/総ｾｯﾄ ｹﾞｰﾑ/総ｹﾞｰﾑ

11 9 68
15 15 117
10 9 65
15 15 124
9 7
15 15

富士見丘

松が谷 ３敗４位 共栄学園 ３敗 ８位

１４

明中八王子 ２勝１敗

３位 堀越 ２勝１敗 ７位 東京 ２勝１敗

２位

帝京 ２勝１敗

２勝１敗 ６位

１位 早稲田実業 ２勝１敗 ５位

４１

共栄学園 ０５ ０５ ０５ 松が谷 ２３ ２３

３２

富士見丘 ２３ ３２ ５０ 明中八王子 ２３ ３２

３２

早稲田実業 ４１ ２３ ５０ 帝京 ４１ ２３

松が谷

堀越 １４ ３２ ５０ 東京 １４ ３２

共栄学園 帝京 明中八王子東京

成蹊

堀越 富士見丘

Bye 大妻多摩

帝京 松が谷

（２）
東大和 第五商業

堀越 早稲田実業 富士見丘

（３）（１）

（４）
山脇 慶應女子

早稲田実業 共栄学園

戸山 明中八王子

東京



女子予選トーナメント結果
１回戦

東京 ④ １ 戸山 早稲田実業 ⑤ ０ 山脇学園 帝京 ③ ２ 東大和
S1 原 弘美① ５ ⑦ 武井 祥子② S1 桑田 寛子① ⑥ ０ 染谷 莉子① S1 山口 祐果① ⑥ ２ 高木 頌佳②

黒谷 茜① 山本 佳奈② 田代 真実① 能圓坊 祐子① 幸村 舞② 中村 優香②
稲垣 あずさ① 堀切 佐和子② 山口 絵里奈② 相原 佳那子① 小島 朋子② 奥野 美咲②

S2 星 絵里子② ⑥ １ 森山 かおり① S2 加藤 ゆい① ⑥ １ 三橋 祥子① S2 新井 美希① ５ ⑦ 久松 成美②
草島 夕貴② 有山 花菜② 佐瀬 あいか② 吉澤 聡美① 伊藤 美奈① 羽村 彩香①

五十嵐 有海① 大根田 薫② 柴田 奈緒② 内田 桂都① 雨宮 育美② 大須賀 晶①
S3 小林 琴海② ⑥ ２ 中村 あづさ② S3 曽我 絵理① ⑥ ２ 石塚 紀恵① S3 山崎 千鶴① ⑥ ２ 星野 恵美②

富士見丘 ⑤ ０ 大妻多摩 明中八王子 ③ ２ 成蹊 共栄学園 ④ １ 慶応女子
S1 大竹 志歩① ⑥ ２ 鈴木 春香② S1 下田 真莉奈② ⑥ ２ 宇野 由利子② S1 丸田 有花② ⑥ ２ 鹿子木 文①

片野坂 恵理② 乙竹 美佳② 金田 怜美② 福田 阿紗子② 高橋 友里② 増岡 直美②
鈴木 理沙① 菊地 美帆② 大野 花月② 深見 つくし② 高口 彩華① 吉田 彩②

S2 滝村 莉那② ⑥ １ 仲野 沙梨② S2 川口 ゆき② １ ⑥ 橋本 梨奈② S2 木川 里奈② ⑥ ０ 田中 泉①
権頭 由梨② 丸田 藍子① 川幡 真由奈① 馬渡 なつき① 渡辺 麻衣① 原 志津香②
板橋 早紀① 成瀬 愛① 飯生 知未① 長町 阿希乃① 高橋 美奈① 立松 春紀②

S3 関 真由美① ⑥ １ 榊原 史子① S3 細田 彩織① ２ ⑥ 松本 みなみ② S3 荒 菜摘① ⑥ ０ 野尻 亜沙子②

松が谷 ③ ２ 第五商業
S1 白石 つぐみ② ⑥ ０ 赤坂 香菜子① S1

坂口 舞② 伊藤 綾花②
市川 美咲② 金縄 綾香①

S2 古賀 美沙紀② ⑥ １ 青木 芽生① S2
安部 佳緒理① 椎野 温子②
田代 智美① 三浦 華帆①

S3 宮田 真理② ⑦ ５ 山崎 槙与② S3

２回戦
堀越 ⑤ ０ 東京 早稲田実業 ③ ０ 帝京 富士見丘 ④ ０ 明中八王子

S1 横田 那津美② ⑥ ０ 原 弘美① S1 伊従 智子① ⑥ ３ 幸村 舞② S1 大竹 志歩① ⑥ １ 下田 真莉奈②
矢野 舞子② 黒谷 茜① 桑田 寛子① 山口 祐果① 片野坂 恵理② 金田 怜美②
柏 由紀② 稲垣 あずさ① 曽我 絵理① 新井 美希① 岸 友梨絵① 大野 花月②

S2 内藤 陽子② ⑥ ０ 星 絵里子② S2 杉山 有紀② ⑥ ４ 山崎 千鶴① S2 関 真由美① ⑥ ０ 川幡 真由奈①
書上 せつ伊① 草島 夕貴② 佐瀬 あいか② 小島 朋子② 権頭 由梨② 難波 利佳②
書上 すみ伊① 古川 千晶② 柴田 奈緒② 伊藤 美奈① 板橋 早紀① 勝 里美②

S3 奥田 なる美② ⑥ ０ 小林 琴海② S3 加藤 ゆい① 打ち 切り 中沢 美奈② S3 谷川 麻里絵① 打ち 切り 川口 ゆき②

共栄学園 ③ ０ 松が谷
S1 丸田 有花② ⑥ ２ 白石 つぐみ②

荒 菜摘① 古賀 美沙紀②
渡辺 麻衣① 宮田 真理②

S2 木川 里奈② ⑥ ０ 田代 智美①
須藤 理予② 安部 佳緒理①

重岡 あゆみ② 鈴木 美生①
S3 高橋 美奈① 打ち 切り 宮下 結衣②

D1 ⑥ D1 ⑥０

D1 ５

D2 ⑥ D2 ⑥０

１

D1 ⑥

D2 ０

D2 ⑥

D1 ⑥

D2 ⑥ D2 ⑦

D1 ⑦

D1 ０ D1

D2 ０ D2

D2 ⑥

D1 ⑥ D1 ⑥

D2 ⑥ D2 打ち

４

D1 ⑥

D2 ３

０

２

０

３

⑥

⑥

１

１

５

６(6)

２

切り

⑥

４

⑦

２

１

０

D1 ⑥



女子
本戦リーグ（１位～４位）

堀越 ⑤ ０ 共栄学園 富士見丘 ③ ２ 早稲田実業 早稲田実業 ④ １ 堀越
S1 横田 那津美② ⑥ ３ 丸田 有花② S1 大竹 志歩① ⑥ ４ 桑田 寛子① S1 桑田 寛子① １ ⑥ 横田 那津美②

矢野 舞子② 高橋 友里② 片野坂 恵理② 杉山 有紀② 佐瀬 あいか② 矢野 舞子②
柏 由紀② 高口 彩華① 岸 友梨絵① 佐瀬 あいか② 加藤 ゆい① 柏 由紀②

S2 内藤 陽子② ⑥ ３ 木川 里奈② S2 滝村 莉那② ４ ⑥ 伊従 智子① S2 伊従 智子① ⑥ １ 内藤 陽子②
書上 せつ伊① 高橋 美奈① 権頭 由梨② 田代 真実① 田代 真実① 書上 せつ伊①
書上 すみ伊① 渡辺 麻衣① 板橋 早紀① 山口 絵里奈② 山口 絵里奈② 書上 すみ伊①

S3 奥田 なる美② ⑥ １ 荒 菜摘① S3 関 真由美① ⑥ ３ 加藤 ゆい① S3 杉山 有紀② ⑦ ６(10) 奥田 なる美②

堀越 ③ ２ 富士見丘 早稲田実業 ⑤ ０ 共栄学園 富士見丘 ⑤ ０ 共栄学園
S1 横田 那津美② ⑥ ２ 大竹 志歩① S1 桑田 寛子① ⑥ ３ 丸田 有花② S1 大竹 志歩① ⑥ ３ 丸田 有花②

矢野 舞子② 片野坂 恵理② 佐瀬 あいか② 高橋 友里② 片野坂 恵理② 高橋 友里②
柏 由紀② 鈴木 理沙① 田代 真実① 高口 彩華① 鈴木 理沙① 高口 彩華①

S2 内藤 陽子② ⑥ ４ 滝村 莉那② S2 伊従 智子① ⑥ ２ 木川 里奈② S2 滝村 莉那② ⑥ ３ 木川 里奈②
書上 せつ伊① 権頭 由梨② 加藤 ゆい① 渡辺 麻衣① 権頭 由梨② 渡辺 麻衣①
書上 すみ伊① 板橋 早紀① 曽我 絵理① 高橋 美奈① 谷川 麻里絵① 高橋 美奈①

S3 奥田 なる美② ２ ⑥ 関 真由美① S3 杉山 有紀② ⑥ １ 荒 菜摘① S3 関 真由美① ⑥ ０ 荒 菜摘①

女子
本戦リーグ（５～８位）

東京 ③ ２ 松が谷 明中八王子 ③ ２ 帝京 帝京 ④ １ 東京
S1 原 弘美① １ ⑥ 白石 つぐみ② S1 下田 真莉奈② ⑥ ０ 幸村 舞② S1 山口 祐果① ⑥ ０ 原 弘美①

黒谷 茜① 坂口 舞② 川口 ゆき② 新井 美希① 幸村 舞② 黒谷 茜①
稲垣 あずさ① 市川 美咲② 難波 利佳② 小島 朋子② 小島 朋子② 稲垣 あずさ①

S2 星 絵里子② ⑥ ２ 古賀 美沙紀② S2 金田 怜美② ２ ⑥ 山口 祐果① S2 新井 美希① ⑥ ０ 星 絵里子②
草島 夕貴② 鈴木 美生① 大野 花月② 山崎 千鶴① 雨宮 育美② 草島 夕貴②
古川 千晶② 宮田 真理② 細田 彩織① 中沢 美奈② 伊藤 美奈① 古川 千晶②

S3 小林 琴海② ⑥ ３ 田代 智美① S3 川幡 真由奈① ⑥ ４ 伊藤 美奈① S3 山崎 千鶴① ⑥ ２ 小林 琴海②

帝京 ③ ２ 松が谷 東京 ③ ２ 明中八王子 明中八王子 ④ １ 松が谷
S1 幸村 舞② ５ ⑦ 白石 つぐみ② S1 原 弘美① ０ ⑥ 下田 真莉奈② S1 下田 真莉奈② ⑥ ２ 白石 つぐみ②

新井 美希① 坂口 舞② 黒谷 茜① 金田 怜美② 金田 怜美② 坂口 舞②
小島 朋子② 市川 美咲② 稲垣 あずさ① 大野 花月② 大野 花月② 安部 佳緒理①

S2 山口 祐果① ⑥ １ 古賀 美沙紀② S2 星 絵里子② ⑥ １ 川口 ゆき② S2 川口 ゆき② ０ ⑥ 古賀 美沙紀②
伊藤 美奈① 宮田 真理② 草島 夕貴② 川幡 真由奈① 川幡 真由奈① 宮田 真理②
中沢 美奈② 鈴木 美生① 古川 千晶② 飯生 知未① 飯生 知未① 鈴木 美生①

S3 山崎 千鶴① ⑥ １ 田代 智美① S3 小林 琴海② ⑥ ２ 細田 彩織① S3 細田 彩織① ⑥ ３ 宮下 結衣②
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