
平成１９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）

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
１ 東海大菅生 矢﨑 篤 竹島 駿朗② 菊池 玄吾① 島﨑 暁生② 斉藤 東洋① 菅野 真之② 辻田 康太郎② 対馬 健太朗② 斉藤 優太① 坂内 良太①
２ 大成 小峰 勝弘 佐藤 充② 岸本 翔太朗① 醍醐 尉士② 近藤 アレクサンダー① 佐粧 貴匡① 村上 直彦① 佐藤 圭② 三井　航② 守谷 心一郎②

３ 早稲田実業 玉井 邦彦 粟谷 尚生② 加藤 優貴② 坂田 匠① 豊田 慶① 竹丸 裕貴① 平林 智弥① 岩崎 秀人② 岸川 京佑② 玉田 秀斗②
４ 松が谷 石橋 岳比古 牛島 公貴① 新津 勇人② 岡田 尚之① 江口 真吾① 松本 健② 西村 勇哉① 松本 浩貴② 今城　和久② 原田 祐馬②
５ 成蹊 渡邊 大 中村 慶大① 長谷 厚志① 三國 拓馬① 國井 清人① 加藤 大貴① 大谷 将太郎① 野川 崇明① 有村 仁孝② 清水 謙①
６ 西 野間 明 福室 駿介② 宮崎 惇② 渡 元春① 小杉 寛隆② 山本 大貴② 村井 大午② 若木 太郎② 阿部 亮平② 橋本 勇太①
７ 明中八王子 塩月 馨 加藤 潤② 小笠原 爽太② 水村 大史② 大谷 彬人② 小野 裕哉② 岡田 大地① 渡辺 健太郎① 小笠原 脩斗① 古谷 清幸②
８ 多摩大目黒 相良 瑞穂 田淵 大輔② 河津 慎也① 齋藤 慎平② 中野 加瑠捺① 清水 大貴① 川原 令宜① 三上 龍② 久保 弘晃① 伊藤 大貴②
９ 日大三 福家 公次 林 大貴② 遠藤 啓佑② 森田 真英① 上口 令雄② 水草 弘貴① 山上 祐毅② 田村 純也① 井上 裕太② 小高 翼②

１０ 立教池袋 吉田 清典 中澤 祐貴① 田中 裕樹① 森田 宗一郎① 高山 智祐① 久保山 裕① 沼澤 良之助① 瀬戸口 直也① 峰尾 洋平② 飯島 隆太郎②

１１ 国立 神谷 一郎 森 一晃② 松尾 隆太② 宮地 央② 大西 貴也② 高松 幸広② 中原 良太② 船戸 暖② 野村 直人②
１２ 学芸大附属 宮城 政昭 山崎 悟② 古谷 昌太朗② 梶原 健② 石井 賢介② 明石 亮太朗② 土井 啓太郎② 坂東 大毅① 磯貝 健太郎② 望月 駿②
１３ 成城学園 森下 浩行 佐々木　瞭② 叶賀 卓② 岩田 龍八① 吉田 一喜② 西村 英佑② 田中 貴之② 内藤 隆太② 鈴木 貴博② 藤沢 樹①
１４ 早稲田 峰岸 学 田原 将也② 永仮 晃大② 鳥塚 新② 戸倉 遼太郎② 畑岡 諭② 石川 裕一② 下田 卓海② 宮原 大典② 武井 勇樹②

１５ 玉川学園 渡辺 洋司 吉村 大佑② 杉浦 昂太② 小熊 辰雄② 小酒井 惇記② 米本 佑② 橘 昂広② 邑上 一磨② 穂本 篤志① 寺薗 亮介②

早稲田実業
５０

東海大菅生 早稲田実業
３０ ３０

早稲田 西
３２ ３２

大成 松が谷
５０ ５０

大成 成蹊
３０ ３１

明中八王子 成蹊
３２ ５０

１－４位リーグ ５－８位リーグ

学校名 勝敗 学校名 勝敗 取得ｹﾞｰﾑ／総ｹﾞｰﾑ

５７ 0.463
１２３
５０ 0.423

１１８
５１ 0.418

１２２

（３）（１）

（４）
立教池袋 玉川学園

大成 松が谷

早稲田 日大三

多摩大目黒

東海大菅生 大成 早稲田実業

明中八王子 成蹊

（２）
成城学園 学大附

西

東海大菅生 早稲田実業

Bye 国立

成蹊 明中八王子 西早稲田 松が谷

東海大菅生 ４１ ４１ ４１ 早稲田 ３２ ２３ １４

大成 １４ ２３ ５０ 明中八王子 ２３ ３２ １４

早稲田実業 １４ ３２ ４１ 西 ３２ ２３ １４

成蹊 １４ ０５ １４ 松が谷 ４１ ４１

１位 東海大菅生 ３０ ５位 松が谷 ３０

２１ ６位

４１

明中八王子 １２

３位 大成 １２ ７位 早稲田 １２

２位 早稲田実業

西 １２４位 成蹊 ０３ ８位

選手名
学校名 監督名



男子予選トーナメント結果
１回戦

早稲田 ③ ２ 多摩大目黒 大成 ⑤ ０ 立教池袋 明中八王子 ③ ２ 成城学園
S1 田原 将也② ⑥ ４ 田淵 大輔② S1 佐藤 充② ⑥ ０ 中澤 祐貴① S1 加藤 潤② ⑥ ４ 佐々木　瞭②

石川 裕一② 中野 加瑠捺① 近藤 アレクサンダー① 森田 宗一郎① 大谷 彬人② 西村 英佑②
戸倉 遼太郎② 清水 大貴① 佐粧 貴匡① 久保山 裕① 小野 裕哉② 叶賀 卓②

S2 永仮 晃大② ５ ⑦ 河津 慎也① S2 岸本 翔太朗① ⑦ ５ 田中 裕樹① S2 小笠原 爽太② ⑦ ５ 岩田 龍八①
武井 勇樹② 川原 令宜① 三井　航② 沼澤 良之助① 岡田 大地① 田中 貴之②
畑岡 諭② 三上 龍② 守谷 心一郎② 瀬戸口 直也① 渡辺 健太郎① 鈴木 貴博②

S3 鳥塚 新② ⑦ ６(5) 齋藤 慎平② S3 村上 直彦① ⑥ ０ 高山 智祐① S3 水村 大史② ５ ⑦ 吉田 一喜②

早稲田実業 ⑤ ０ 国立 西 ③ ２ 日大三 松が谷 ⑤ ０ 玉川学園
S1 粟谷 尚生② ⑥ ３ 森 一晃② S1 福室 駿介② ⑥ ０ 林 大貴② S1 牛島 公貴① ⑥ １ 吉村 大佑②

岩崎 秀人② 大西 貴也② 宮崎 惇② 森田 真英① 江口 真吾① 杉浦 昂太②
豊田 慶① 高松 幸広② 若木 太郎② 水草 弘貴① 西村 勇哉① 米本 佑②

S2 加藤 優貴② ⑥ １ 松尾 隆太② S2 渡 元春① ０ ⑥ 遠藤 啓佑② S2 新津 勇人② ⑥ １ 小熊 辰雄②
岸川 京佑② 中原 良太② 小杉 寛隆② 上口 令雄② 松本 健② 邑上 一磨②
平林 智弥① 船戸 暖② 山本 大貴② 山上 祐毅② 今城　和久② 寺薗 亮介②

S3 坂田 匠① ⑥ １ 宮地 央② S3 村井 大午② ⑥ ２ 田村 純也① S3 岡田 尚之① ⑥ ０ 小酒井 惇記②

成蹊 ⑤ ０ 学芸大附属
S1 中村 慶大① ⑥ ２ 山崎 悟② S1

三國 拓馬① 梶原 健②
長谷 厚志① 土井 啓太郎②

S2 加藤 大貴① ⑥ ０ 古谷 昌太朗② S2
國井 清人① 石井 賢介②
野川 崇明① 明石 亮太朗②

S3 大谷 将太郎① ⑥ １ 坂東 大毅① S3

２回戦
東海大菅生 ③ ０ 早稲田 大成 ③ ０ 明中八王子 早稲田実業 ③ ０ 西

S1 竹島 駿朗② ⑥ ０ 田原 将也② S1 佐藤 充② ⑥ ０ 加藤 潤② S1 粟谷 尚生② ⑥ ０ 小杉 寛隆②
島﨑 暁生② 下田 卓海② 近藤 アレクサンダー① 小笠原 爽太② 豊田 慶① 福室 駿介②

辻田 康太郎② 永仮 晃大② 佐粧 貴匡① 小野 裕哉② 岩崎 秀人② 阿部 亮平②
S2 菊池 玄吾① ⑥ ０ 宮原 大典② S2 岸本 翔太朗① ⑥ １ 水村 大史② S2 加藤 優貴② ⑥ ２ 山本 大貴②

斉藤 東洋① 畑岡 諭② 醍醐 尉士② 渡辺 健太郎① 平林 智弥① 宮崎 惇②
菅野 真之② 戸倉 遼太郎② 佐藤 圭② 小笠原 脩斗① 玉田 秀斗② 若木 太郎②

S3 対馬 健太朗② 0 0 武井 勇樹② S3 三井　航② 　 　 大谷 彬人② S3 坂田 匠① 　 　 村井 大午②

成蹊 ③ １ 松が谷
S1 中村 慶大① ２ ⑥ 牛島 公貴①

三國 拓馬① 西村 勇哉①
長谷 厚志① 松本 健②

S2 加藤 大貴① ６ ５ 新津 勇人②
野川 崇明① 江口 真吾①
國井 清人① 今城　和久②

S3 大谷 将太郎① ⑥ ３ 岡田 尚之①

２

　

D1 ⑥

６(5)

⑥

０

１

０

４

⑥

４

２

　

３

１

0

０

１

２

D1 ⑥

D2 ⑥ ２

D2 　

D1 ⑥ D1 ⑥

D2 0 D2 　

D2 ⑥ D2

D1 ⑥ D1

D2 ⑥

D1 ⑥

D2 ⑥ D2 ⑥

D1 ２

D1 ３

D2 ⑦

D1 ⑥

D2 ⑥ D2 ⑥０

０

D1 ２ D1 ⑥⑥



男子
本戦リーグ（１位～４位）

東海大菅生 ④ １ 成蹊 早稲田実業 ③ ２ 大成 東海大菅生 ④ １ 早稲田実業
S1 竹島 駿朗② ⑥ ０ 中村 慶大① S1 粟谷 尚生② ⑥ ２ 佐藤 充② S1 竹島 駿朗② ⑥ ２ 粟谷 尚生②

島﨑 暁生② 三國 拓馬① 坂田 匠① 近藤 アレクサンダー① 辻田 康太郎② 坂田 匠①
辻田 康太郎② 長谷 厚志① 岸川 京佑② 佐粧 貴匡① 島﨑 暁生② 岸川 京佑②

S2 菊池 玄吾① ⑥ １ 國井 清人① S2 加藤 優貴② ４ ⑥ 岸本 翔太朗① S2 菊池 玄吾① ⑥ ２ 加藤 優貴②
斉藤 東洋① 加藤 大貴① 平林 智弥① 醍醐 尉士② 斉藤 東洋① 平林 智弥①
菅野 真之② 野川 崇明① 岩崎 秀人② 佐藤 圭② 菅野 真之② 岩崎 秀人②

S3 対馬 健太朗② ２ ⑥ 大谷 将太郎① S3 豊田 慶① ⑥ ３ 三井　航② S3 対馬 健太朗② ２ ⑥ 豊田 慶①

大成 ⑤ ０ 成蹊 東海大菅生 ④ １ 大成 早稲田実業 ④ １ 成蹊
S1 佐藤 充② ⑥ １ 中村 慶大① S1 竹島 駿朗② ⑥ １ 醍醐 尉士② S1 粟谷 尚生② ⑥ １ 中村 慶大①

近藤 アレクサンダー① 三國 拓馬① 辻田 康太郎② 佐藤 充② 坂田 匠① 三國 拓馬①
佐粧 貴匡① 長谷 厚志① 島﨑 暁生② 岸本 翔太朗① 岸川 京佑② 長谷 厚志①

S2 岸本 翔太朗① ⑥ １ 國井 清人① S2 菊池 玄吾① ⑥ ２ 佐藤 圭② S2 加藤 優貴② ⑥ ０ 國井 清人①
醍醐 尉士② 加藤 大貴① 菅野 真之② 近藤 アレクサンダー① 平林 智弥① 加藤 大貴①
佐藤 圭② 野川 崇明① 斉藤 東洋① 佐粧 貴匡① 岩崎 秀人② 野川 崇明①

S3 三井　航② ⑥ ４ 大谷 将太郎① S3 対馬 健太朗② ４ ⑥ 三井　航② S3 豊田 慶① ⑥ ４ 大谷 将太郎①

男子
本戦リーグ（５～８位）

松が谷 ④ １ 早稲田 明中八王子 ③ ２ 西 早稲田 ③ ２ 明中八王子
S1 牛島 公貴① ⑥ １ 田原 将也② S1 加藤 潤② ⑥ ４ 福室 駿介② S1 鳥塚 新② ２ ⑥ 加藤 潤②

江口 真吾① 畑岡 諭② 大谷 彬人② 宮崎 惇② 田原 将也② 大谷 彬人②
西村 勇哉① 武井 勇樹② 小野 裕哉② 若木 太郎② 永仮 晃大② 古谷 清幸②

S2 新津 勇人② ⑥ １ 永仮 晃大② S2 小笠原 爽太② ⑥ ０ 渡 元春① S2 戸倉 遼太郎② ２ ⑥ 小笠原 爽太②
松本 浩貴② 下田 卓海② 渡辺 健太郎① 小杉 寛隆② 下田 卓海② 渡辺 健太郎①
今城　和久② 宮原 大典② 小笠原 脩斗① 山本 大貴② 宮原 大典② 小笠原 脩斗①

S3 岡田 尚之① ⑥ ０ 鳥塚 新② S3 水村 大史② ３ ⑥ 村井 大午② S3 畑岡 諭② ⑥ ２ 小野 裕哉②

松が谷 ④ １ 西 西 ③ 0 早稲田
S1 牛島 公貴① ⑥ ２ 小杉 寛隆② S1 福室 駿介② ３ ⑥ 田原 将也② S1

江口 真吾① 福室 駿介② 宮崎 惇② 畑岡 諭②
西村 勇哉① 阿部 亮平② 若木 太郎② 石川 裕一②

S2 新津 勇人② ⑥ １ 山本 大貴② S2 村井 大午② ⑥ ２ 永仮 晃大② S2
松本 健② 宮崎 惇② 山本 大貴② 下田 卓海②

松本 浩貴② 若木 太郎② 小杉 寛隆② 宮原 大典②
S3 岡田 尚之① ⑥ １ 村井 大午② S3 橋本 勇太① ０ ⑥ 鳥塚 新② S3

３

３

０

２

⑦

３

２

４

３

４

３

⑥

⑥

３

D1 ⑥

D2 ⑥

１

⑥

D1 ６(6)

D1

D1 ⑥

D2 ⑥

D2 ⑥

D2

D1 ⑥ D1 ⑥

D2 ２ D2 ⑥

D2 ３ D2 ４⑥

D1 ⑥ D1 ⑥０

D1 ⑥ D1 ⑥３

D2 ⑦ D2 ⑥６(6)

D2 ⑥ D2 ⑥３

D1 ⑥ D1 １０



平成１９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）

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
１ 早稲田実業 青柳 文男 桑田 寛子② 伊従 智子② 田代 真美② 大矢 未理① 加藤 ゆい② 曽我 絵理② 吉田 真緒① 前川 紘子② 片岡 友里恵①

２ 富士見丘 白鶯 訓彦 大竹 志歩② 関 真由美② 板橋 早紀② 谷川 麻里絵② 多田 奈都美② 鈴木 理沙② 菅原 えりか① 川上 美緒① 岸 友梨絵②
３ 共栄学園 寺本 成和 荒 菜摘② 高橋 美奈② 渡辺 麻衣② 斉藤 恵里奈① 磯部 唯① 池本 智佳① 高口 彩華② 戸張 友紀子② 山本 由実香②

４ 日大三 田中 善積 井上 朋美② 森下 里紗① 新谷 百合子① 尾崎 梨紗① 加登岡 愛美② 泉 春伽② 田中 梨菜② 田中 優子②
５ 帝京 辞退
６ 山脇学園 冨井 麻喜 石塚 紀恵② 三橋 祥子② 吉澤 聡美② 染谷 莉子② 能圓坊 祐子② 相原 佳那子② 内田 桂都② 土屋 里紗子① 金沢 知慶①
７ 東京 上口 弘 原 弘美② 相原 寿美礼① 山本 紗友美① 磯上 真凛① 稲垣 あずさ② 黒谷 茜② 森 奈菜美② 片山 明日香② 横山 幸恵②
８ 慶応女子 丸山 哲哉 鹿子木 文② 北川 絵里加② 田中 泉② 星 亜紗子① 軽部 友菜② 中村 千春② 岡 ゆり恵② 石原 佐知子② 井上 真菜①
９ 第五商業 安齋 晴彦 鈴木 優奈① 青木 芽生② 赤坂 香菜子② 金縄 綾香② 椎野 晴子① 三浦 華帆② 山田 ひとみ① 大芝 沙紀①

１０ 堀越 辞退
１１ 成蹊 横井 亮 田端 惟沙① 荘司 彩乃① 岡田 直子① 竹下 美沙子① 馬渡 なつき② 古川 千尋② 佐井川 美咲① 山野辺 望① 尾崎 詩織①
１２ 学芸大大泉 辞退 #REF!
１３ 成城学園 萩野 仁美 石黒 信乃① 竹中 詩織① 古川 まどか① 西田 夏実① 寺井 あずさ① 立原 亞季① 工藤 芳野① 松崎 有彩①
１４ 大成 柴田 土斗 溝田 まり奈① 相原 礼季② 真下 里菜② 相馬 紫織② 北川 海南② 黒柳 唯① 古澤 瞳② 小林 美穂① 高杉 美穂①
１５ 明中八王子 野澤 健也 川幡 真由奈② 尾嵜 紗映① 飯生 知未② 奥山 美彬② 細田 彩織② 小山 智恵子① 大内 菜海子① 竹浦 春美① 杉野 純美②

１６ 東大和 高橋 憲司 大須賀 晶② 鈴木 里菜① 岩井 英美里② 羽村 彩香② 石月 優香② 高安 未芽① 鈴木 菜穂① 長岡 祐紀① 飯島 花林②

早稲田実業 共栄学園
３０ ３２

第五商業 東京
３２ ４１

日大三
３２

富士見丘 日大三
３０ ３１

慶応女 山脇学園
４１ ４１

１－４位リーグ ５－８位リーグ

学校名 勝敗 学校名 勝敗

学校名 監督名
選手名

富士見丘

慶応女子 ０３４位 日大三 ０３ ８位

１４

山脇学園 ２１

３位 共栄学園 １２ ７位 第五商業 １２

２位

東京 ３０

２１ ６位

１位 早稲田実業 ３０ ５位

４１

日大三 ０５ ０５ ２３ 山脇学園 ３２ ３２

２３

共栄学園 １４ １４ ３２ 東京 ５０ ３２

２３

富士見丘 ０５ ４１ ５０ 慶応女子 １４ ２３

山脇学園

早稲田実業 ５０ ４１ ５０ 第五商業 ４１ ０５

日大三 慶応女子 東京第五商業

東京

早稲田実業 共栄学園

Bye Bye

慶應女子 山脇学園

（２）
成蹊 大成

早稲田実業 富士見丘 共栄学園

（３）（１）

（４）
Bye 明中八王子

富士見丘 日大三

成城学園 東大和

第五商業



女子予選トーナメント結果
１回戦

第五商業 ③ ２ 成城学園 東京 ④ １ 東大和 慶応女子 ④ １ 成蹊
S1 青木 芽生② １ ⑥ 山本 理子① S1 原 弘美② ⑥ ２ 大須賀 晶② S1 鹿子木 文② ⑥ ４ 田端 惟沙①

鈴木 優奈① 古川 まどか① 相原 寿美礼① 岩井 英美里② 軽部 友菜② 岡田 直子①
椎野 晴子① 寺井 あずさ① 稲垣 あずさ② 高安 未芽① 中村 千春② 山野辺 望①

S2 赤坂 香菜子② ４ ⑥ 石黒 信乃① S2 山本 紗友美① ⑥ ４ 鈴木 里菜① S2 北川 絵里加② ３ ⑥ 荘司 彩乃①
三浦 華帆② 立原 亞季① 森 奈菜美② 羽村 彩香② 星 亜紗子① 馬渡 なつき②
大芝 沙紀① 西田 夏実① 横山 幸恵② 飯島 花林② 井上 真菜① 佐井川 美咲①

S3 金縄 綾香② ⑥ ４ 竹中 詩織① S3 磯上 真凛① ⑥ ２ 長岡 祐紀① S3 田中 泉② ⑦ ５ 竹下 美沙子①

日大三 ③ ２ 明中八王子 山脇学園 ④ １ 大成
S1 井上 朋美② ⑥ ２ 飯生 知未② S1 石塚 紀恵② ３ ⑥ 溝田 まり奈① S1

加登岡 愛美② 川幡 真由奈② 染谷 莉子② 相原 礼季②
泉 春伽② 尾嵜 紗映① 内田 桂都② 真下 里菜②

S2 森下 里紗① ⑥ １ 小山 智恵子① S2 三橋 祥子② ⑥ ２ 黒柳 唯① S2
田中 梨菜② 奥山 美彬② 能圓坊 祐子② 相馬 紫織②
田中 優子② 細田 彩織② 相原 佳那子② 北川 海南②

S3 尾崎 梨紗① ⑥ ２ 大内 菜海子① S3 吉澤 聡美② ⑥ ０ 古澤 瞳② S3

S1 S1

S2 S2

S3 S3

２回戦
早稲田実業 ③ ０ 第五商業 富士見丘 ③ ０ 慶応女子 共栄学園 ③ ２ 東京

S1 桑田 寛子② ⑥ ０ 金縄 綾香② S1 大竹 志歩② ⑥ ０ 鹿子木 文② S1 荒 菜摘② ⑥ ０ 原 弘美②
大矢 未理① 鈴木 優奈① 板橋 早紀② 軽部 友菜② 高橋 美奈② 相原 寿美礼①
吉田 真緒① 赤坂 香菜子② 菅原 えりか① 中村 千春② 渡辺 麻衣② 稲垣 あずさ②

S2 田代 真美② ⑥ ０ 三浦 華帆② S2 関 真由美② ⑥ ０ 北川 絵里加② S2 斉藤 恵里奈① ３ ⑥ 山本 紗友美①
加藤 ゆい② 椎野 晴子① 谷川 麻里絵② 星 亜紗子① 高口 彩華② 黒谷 茜②
前川 紘子② 青木 芽生② 鈴木 理沙② 井上 真菜① 池本 智佳① 片山 明日香②

S3 曽我 絵理② 0 0 大芝 沙紀① S3 多田 奈都美② 0 0 田中 泉② S3 磯部 唯① ⑥ １ 磯上 真凛①

日大三 ③ １ 山脇学園
S1 井上 朋美② ⑥ １ 石塚 紀恵②

加登岡 愛美② 染谷 莉子②
泉 春伽② 内田 桂都②

S2 森下 里紗① ５ ⑦ 三橋 祥子②
田中 梨菜② 能圓坊 祐子②
田中 優子② 相原 佳那子②

S3 新谷 百合子① ⑥ １ 吉澤 聡美②

D1 ⑥ D1 ⑥２

D1

D2 ⑥ D2 ３０

⑥

D1 ⑥

D2 ⑦

D2

D1 ４

D2 ３ D2 ⑥

D1 ⑦

D1 D1

D2 D2

D2 ３

D1 ⑥ D1 ⑥

D2 0 D2 0

５

D1 ⑥

D2 ２

⑥

１

0

３

３

⑥

５

１

３

0

５

４

４

⑥

D1 ⑥



女子
本戦リーグ（１位～４位）

早稲田実業 ⑤ ０ 日大三 富士見丘 ④ １ 共栄学園 早稲田実業 ④ １ 共栄学園
S1 桑田 寛子② ⑥ ０ 井上 朋美② S1 大竹 志歩② ⑥ ０ 高橋 美奈② S1 桑田 寛子② ⑥ ２ 斉藤 恵里奈①

大矢 未理① 泉 春伽② 板橋 早紀② 荒 菜摘② 大矢 未理① 高橋 美奈②
吉田 真緒① 加登岡 愛美② 菅原 えりか① 高口 彩華② 加藤 ゆい② 渡辺 麻衣②

S2 伊従 智子② ⑥ ２ 森下 里紗① S2 関 真由美② ⑥ ４ 渡辺 麻衣② S2 伊従 智子② ⑥ ０ 磯部 唯①
加藤 ゆい② 田中 梨菜② 谷川 麻里絵② 斉藤 恵里奈① 曽我 絵理② 荒 菜摘②
曽我 絵理② 田中 優子② 鈴木 理沙② 池本 智佳① 吉田 真緒① 高口 彩華②

S3 田代 真美② ⑥ ０ 新谷 百合子① S3 多田 奈都美② ⑥ ０ 磯部 唯① S3 田代 真美② ⑥ ０ 池本 智佳①

富士見丘 ⑤ ０ 日大三 早稲田実業 ⑤ ０ 富士見丘 共栄学園 ③ ２ 日大三
S1 大竹 志歩② ⑥ ０ 井上 朋美② S1 桑田 寛子② ⑥ ３ 大竹 志歩② S1 高橋 美奈② １ ⑥ 井上 朋美②

板橋 早紀② 森下 里紗① 大矢 未理① 板橋 早紀② 荒 菜摘② 新谷 百合子①
菅原 えりか① 尾崎 梨紗① 加藤 ゆい② 菅原 えりか① 高口 彩華② 田中 梨菜②

S2 関 真由美② ⑥ １ 新谷 百合子① S2 伊従 智子② ⑥ ２ 関 真由美② S2 渡辺 麻衣② ２ ⑥ 森下 里紗①
谷川 麻里絵② 泉 春伽② 曽我 絵理② 谷川 麻里絵② 斉藤 恵里奈① 加登岡 愛美②
岸 友梨絵② 田中 梨菜② 吉田 真緒① 鈴木 理沙② 池本 智佳① 泉 春伽②

S3 多田 奈都美② ⑥ ０ 加登岡 愛美② S3 田代 真美② ⑥ ０ 多田 奈都美② S3 磯部 唯① ⑦ ５ 尾崎 梨紗①

女子
本戦リーグ（５～８位）

山脇学園 ③ ２ 第五商業 東京 0 ２ 慶応女子 東京 ⑤ ０ 第五商業
S1 石塚 紀恵② ⑥ １ 青木 芽生② S1 原 弘美② ⑥ ０ 北川 絵里加② S1 原 弘美② ⑥ ０ 鈴木 優奈①

能圓坊 祐子② 鈴木 優奈① 相原 寿美礼① 中村 千春② 相原 寿美礼① 青木 芽生②
相原 佳那子② 椎野 晴子① 稲垣 あずさ② 岡 ゆり恵② 稲垣 あずさ② 赤坂 香菜子②

S2 三橋 祥子② ４ ⑥ 金縄 綾香② S2 山本 紗友美① ３ ⑥ 田中 泉② S2 山本 紗友美① ⑥ ３ 金縄 綾香②
染谷 莉子② 赤坂 香菜子② 黒谷 茜② 軽部 友菜② 黒谷 茜② 三浦 華帆②

土屋 里紗子① 大芝 沙紀① 片山 明日香② 井上 真菜① 片山 明日香② 大芝 沙紀①
S3 吉澤 聡美② １ ⑥ 三浦 華帆② S3 磯上 真凛① ６(7) ⑦ 星 亜紗子① S3 磯上 真凛① ⑥ １ 椎野 晴子①

山脇学園 ③ ２ 慶応女子 第五商業 ④ １ 慶応女子 東京 ④ １ 山脇学園
S1 石塚 紀恵② １ ⑥ 田中 泉② S1 赤坂 香菜子② ⑦ ５ 北川 絵里加② S1 原 弘美② ⑥ １ 石塚 紀恵②

能圓坊 祐子② 軽部 友菜② 鈴木 優奈① 軽部 友菜② 相原 寿美礼① 能圓坊 祐子②
相原 佳那子② 中村 千春② 椎野 晴子① 中村 千春② 稲垣 あずさ② 相原 佳那子②

S2 三橋 祥子② ３ ⑥ 星 亜紗子① S2 金縄 綾香② ⑥ ２ 田中 泉② S2 山本 紗友美① ６(1) ⑦ 三橋 祥子②
染谷 莉子② 岡 ゆり恵② 大芝 沙紀① 岡 ゆり恵② 黒谷 茜② 染谷 莉子②

土屋 里紗子① 軽部 友菜② 山田 ひとみ① 石原 佐知子② 片山 明日香② 土屋 里紗子①
S3 吉澤 聡美② ⑥ ２ 石原 佐知子② S3 三浦 華帆② ３ ⑥ 星 亜紗子① S3 磯上 真凛① ⑦ ５ 吉澤 聡美②

２D1 ⑥ D1 ３

D2 ⑥ D2 ⑥０

D2 ⑥ D2 ⑦０

D1 ⑥ D1 ⑥１

D1 ⑥ D1 ⑦１

D2 ⑥ D2 ⑥２

D2 ⑥

D1 ⑥ D1 ⑦

D2 ⑥ D2 ⑥

D1 ⑥

D1 ⑥

D1 ⑥

D2 ⑥

D2 ⑥

０

２

⑥

２

D1 ⑥

D2 ６(1)

２

５

５

２

５

２

０

⑦

１

０

０

２

２

３
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