
全日本卓球選手権大会ジュニアの部県北地区中学生予選会

令和４年７月18日

日立市池の川さくらアリーナ

男子Ｓ予選リーグ　→　決勝トーナメント

カナザワシールズ　魁　3年 齋　藤　　匠　　2年 根　本　　怜　　2年 樫　尾　芽　樹　1年

泉丘中　　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 太田中　　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 2-1

大　森　莞　汰　3年 鈴　木　　陸　　3年 笠　井　　歩　　1年

松岡中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 1-1

山　口　伊之輔　2年 福　岡　優　晴　3年 　森　　柚　揮　2年 3-1

中郷中　　　　勝　敗　位 台原中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位

細　貝　拓　海　2年 柴　田　惇　汰　1年 目　時　陽　聡　2年

坂本中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 2-2

五十嵐　建　太　3年 溝　口　龍　平　2年 加　藤　督　人　2年 4-1

太一附中　　　勝　敗　位 高萩中　　　　勝　敗　位 助川中　　　　勝　敗　位

堀　部　天　翔　2年 大　窪　修　生　3年 友　部　太　陽　2年

多賀中　　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 河原子中　　　勝　敗　位 2-3

安　島　大　和　2年 髙　星　　翔　　1年 寺　門　諏　大　1年

滑川中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 3-2

中　根　　優　　3年 佐　藤　一　紀　2年 関　根　悠　真　1年

松岡中　　　　勝　敗　位 泉丘中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 2-4

君　島　幸　汰　3年 鈴　木　伊　織　3年 菅　原　琉　斗　3年 5-1

日高中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 久慈中　　　　勝　敗　位

菊　池　涼　月　3年 野　口　綾　斗　1年 岩　上　漱　志　3年

秋山中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位 2-5

笹　山　隼　斗　2年 川　田　琉　矢　3年 鈴　木　大　翔　1年

日高中　　　　勝　敗　位 久慈中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 3-3

門　馬　優　太　3年 渡　邊　光　平　2年 立　川　天　惺　2年

河原子中　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 2-6

吉　田　曉　史　3年 門　脇　莉　斗　2年 佐　藤　悠　大　2年

駒王中　　　　勝　敗　位 滑川中　　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 4-2

澤　田　優　斗　3年 伊　藤　藍　翔　3年 新　井　楓　葵　3年

大久保中　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位 2-7

田　中　　驍　　2年 鈴　木　健　冬　3年 柏　木　陸　玖　1年

泉丘中　　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 3-4

谷　口　晃　人　2年 石　井　騎　斗　2年 鈴　木　伶　音　1年

日高中　　　　勝　敗　位 坂本中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 2-8

吉　原　勇　成　3年 丹　能　陸　翔　3年 鈴　木　結　人　3年

中郷中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 6-1

白　土　桂　梧　3年 山　形　海　翔　1年 鳥　谷　将　央　2年

松岡中　　　　勝　敗　位 坂本中　　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 2-9

小　圷　聖　也　3年 東　谷　　怜　　2年 加　藤　優　芽　2年

磯原中　　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 1-2

二　田　晏　連　2年 古　川　太　陽　2年 熊　田　翔　祐　2年 3-5

中郷中　　　　勝　敗　位 滑川中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位

松　崎　元　哉　3年 我　妻　伊　吹　2年 堀　辺　禮　琉　2年

日高中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 河原子中　　　勝　敗　位 2-10

深　澤　宏　斗　2年 石　井　悠　陽　3年 福　山　悠　貴　2年 4-3

日一附中　　　勝　敗　位 太一附中　　　勝　敗　位 泉丘中　　　　勝　敗　位

荻　津　悠　希　3年 髙　倉　一　馬　2年 石　井　　嵐　　2年

久慈中　　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 2-11

菊　地　佑　樹　3年 三　浦　優　真　1年 　舘　　優　音　2年

磯原中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 太田中　　　　勝　敗　位 3-6

伊　藤　陽　太　2年 佐々木　渉　真　3年 清　水　彪　仁　1年

十王中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 坂本中　　　　勝　敗　位 2-12

萬　場　　望　　2年 三　星　　響　　3年 皆　川　広　翔　2年

大久保中　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 高萩中　　　　勝　敗　位 5-2

栁　橋　志　飛　3年 田　渕　豊千代　1年 菊　池　琉　生　2年

太一附中　　　勝　敗　位 日高中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 2-13

中　山　知　哉　3年 戸　村　陸　斗　3年 飯　塚　　翔　　3年

大久保中　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 3-7

鈴　木　夢　叶　2年 根　本　悠　希　2年 野　口　悠　真　1年

中郷中　　　　勝　敗　位 久慈中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 2-14

萩　谷　一　磨　3年 齋　藤　利　音　3年 磯　本　龍　冶　2年

河原子中　　　勝　敗　位 太田中　　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位

五月女　大　輝　3年 佐々木　佑　真　2年 今　井　詠　人　2年 4-4

中郷中　　　　勝　敗　位 泉丘中　　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 2-15

和　田　蒼　汰　3年 長　山　大　樹　1年 大　友　康　聖　1年

中里小中　　　勝　敗　位 日高中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位

萩　原　悠　翔　2年 高　橋　拓　空　3年 鈴　木　奏　太　3年 3-8

中郷中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 河原子中　　　勝　敗　位 1-3

太　田　一　吹　3年 鈴　木　蒼　平　3年 小　山　琥太郎　2年

駒王中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 2-16

茅　根　大　耀　3年 笹　山　紘　平　1年 高　村　慶　斗　3年

十王中　　　　勝　敗　位 坂本中　　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位
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全日本卓球選手権大会ジュニアの部県北地区中学生予選会

令和４年７月18日

日立市池の川さくらアリーナ

男子Ｓ予選リーグ　→　決勝トーナメント

佐々木　真　英　3年 上　野　文　大　1年 佐　野　響　生　3年

大久保中　　　勝　敗　位 高萩中　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 2-17

柴　田　凌　芽　3年 樫　村　拓　哉　1年 坂　本　隼　人　1年

松岡中　　　　勝　敗　位 日高中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 1-4

村　田　煌　斗　1年 輕　部　遊　音　2年 堀　江　遥　斗　2年 3-9

十王中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 泉丘中　　　　勝　敗　位

田　村　隼　乙　3年 江　本　煌　晟　1年 山　﨑　友　翔　2年

駒王中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 河原子中　　　勝　敗　位 2-18

伊　藤　　陸　　3年 鈴　木　来　斗　3年 伊　東　優　真　2年 4-5

中郷中　　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位 久慈中　　　　勝　敗　位

海　野　悠　悟　3年 鳴　海　暁　斗　3年 飯　田　千　大　2年

十王中　　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 2-19

　原　　圭　祐　3年 津　田　寛　太　1年 黒　澤　慧　流　2年

太田中　　　　勝　敗　位 坂本中　　　　勝　敗　位 泉丘中　　　　勝　敗　位 3-10

友　部　純　大　2年 戸　浪　蒼　太　2年 木　幡　　凌　　1年

日高中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 2-20

大　森　優　叶　1年 小　又　匠　人　3年 石　川　　慶　　2年

松岡中　　　　勝　敗　位 太一附中　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 5-3

石　川　航　聖　3年 大　下　聖　響　3年 中　根　　伶　　1年

泉丘中　　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 2-21

仁　藤　悠　稀　2年 笹　原　泰　地　2年 小　倉　碧　空　2年

中郷中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 3-11

金　野　隼　大　2年 青　柳　怜　遠　2年 蘇　武　優　季　1年

日一附中　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 助川中　　　　勝　敗　位 2-22

佐　藤　未　啓　3年 川原吹　大　輔　3年 鈴　木　翔　太　2年

久慈中　　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 河原子中　　　勝　敗　位

斎　藤　颯　真　3年 品　田　　翼　　2年 小　圷　理　月　2年 4-6

中里小中　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位 2-23

片　岡　将　美　2年 水　谷　爽　太　1年 内　山　柚　希　2年

滑川中　　　　勝　敗　位 坂本中　　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位

福　田　龍　功　3年 齋　藤　　柊　　3年 井　上　拓　海　1年 3-12

磯原中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 1-5

大　谷　太　希　3年 吉　田　秀　志　1年 伊　藤　大　悟　2年

駒王中　　　　勝　敗　位 日高中　　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 2-24

小　島　梁　駆　3年 成　田　　凪　　3年 匹　田　悠　輝　3年

中郷中　　　　勝　敗　位 太田中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 6-2

成　澤　　渉　　3年 田　中　亜　輝　2年 鈴　木　柊　真　2年

太一附中　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位 2-25

村　上　翔　琉　3年 星　野　良　介　3年 青　木　翔　夢　2年

駒王中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 河原子中　　　勝　敗　位 3-13

鈴　木　涼　太　3年 山　尾　来　恩　1年 岩　間　翔　平　2年

久慈中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 2-26

根　本　悠　生　3年 長久保　　翔　　2年 梅　村　風　雅　2年

磯原中　　　　勝　敗　位 太田中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 4-7

武　田　紳之介　3年 　星　　尚　弥　2年 小　池　雅　人　2年

日高中　　　　勝　敗　位 泉丘中　　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 2-27

　関　　颯　太　1年 増　田　琥　閏　2年 藤　原　凛　生　2年

松岡中　　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 3-14

根　本　　旬　　2年 鈴　木　大　哉　2年 細　川　陽　向　1年

坂本中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 2-28

大　貫　　陽　　3年 佐　藤　成　悟　1年 大　澤　荘　介　1年

駒王中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 助川中　　　　勝　敗　位

山　口　智　也　3年 岡　山　煌　羅　3年 池　永　宏　祐　1年 5-4

大久保中　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 日高中　　　　勝　敗　位 2-29

小　沼　颯　太　2年 進　藤　圭　司　2年 宇野澤　大　樹　3年

中郷中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 3-15

大　髙　颯　斗　3年 椎　名　優　翔　2年 菊　池　冬　青　2年

多賀中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 2-30

鈴　木　優　志　3年 白　土　　慧　　2年 根目沢　　極　　1年

中郷中　　　　勝　敗　位 滑川中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位

宮　田　和　真　2年 鈴　木　優　希　3年 橋　本　尚　興　1年 4-8

松岡中　　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 坂本中　　　　勝　敗　位 2-31

金　澤　冬　悟　3年 本　多　琉　惟　1年 遠　藤　瑠　已　2年

日高中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 久慈中　　　　勝　敗　位

平　賀　凰　士　3年 斎　藤　真　翔　3年 門　馬　隆　幸　1年 3-16

多賀中　　　　勝　敗　位 中里小中　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 1-6

小田桐　光　輝　3年 鈴　木　涼　輔　2年 石　井　豪　海　2年

台原中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 2-32

師　岡　聖　樹　3年 梶　山　浩　平　2年 小　林　優　介　3年 綱　川　　翔　　2年

泉丘中　　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 河原子中　　　勝　敗　位

※　トーナメント上位32人が２次予選会出場
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全日本卓球選手権大会ジュニアの部県北地区中学予選会

令和４年７月18日

日立市池の川さくらアリーナ

推薦:堀内 美緒(泉丘中)、鈴木 花歩(十王中)、和氣 令奈(磯原中)、黒沢 美來(瑞竜中)

田　所　る　な　2年 唐　澤　涼　帆　2年 深　瀨　悠　花　2年 皆　川　愛　那　1年
泉丘中　　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 日高中　　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 2-1

内　田　妃　南　3年 阿　部　結　衣　1年 海老沢　優　空　2年
磯原中　　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 1-1

小　室　恵　蓮　3年 安　藤　咲　乃　2年 武　石　美　咲　2年 3-1

中郷中　　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位 太田中　　　　勝　敗　位
原　野　　愛　　3年 蛭　田　那　奈　1年 小　野　由　愛　1年

河原子中　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 2-2

真　木　も　も　2年 友　部　　結　　1年 鎌　田　ひなの　2年
駒王中　　　　勝　敗　位 助川中　　　　勝　敗　位 久慈中　　　　勝　敗　位 4-1

加　藤　乃　笑　2年 佐　藤　梨優奈　1年 草　地　真菜美　1年
多賀中　　　　勝　敗　位 助川中　　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 2-3

大　髙　歩　海　2年 北　林　真　奈　2年 入　江　優　衣　2年
豊浦中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 1-2

柏　木　瑠　奈　3年 　菅　　結希奈　2年 輕　部　愛　菜　1年
中郷中　　　　勝　敗　位 日高中　　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 3-2

松　井　璃　菜　2年 松　本　華　乙　1年 滑　川　聖　菜　2年
十王中　　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位 1-3

根　本　さ　や　2年 齋　藤　瑠　衣　1年 鈴　木　莉穂樹　1年
中郷中　　　　勝　敗　位 高萩中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 2-4

藤　田　碧　依　1年 玉　井　美　羽　2年 戸　村　萌　杏　2年
松岡中　　　　勝　敗　位 坂本中　　　　勝　敗　位 泉丘中　　　　勝　敗　位 5-1

大久保　香　里　2年 髙　橋　　愛　　1年 菅　野　悠　奈　2年
十王中　　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 助川中　　　　勝　敗　位 2-5

齋　藤　花　音　2年 会　津　心　結　1年 　星　　このか　1年
豊浦中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 1-4

長　友　結里恵　3年 川　松　紗亜良　1年 鹿志村　美　羽　2年
日一附中　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 太田中　　　　勝　敗　位 3-3

猿　田　麻理奈　3年 藤　田　真　心　2年 北　村　真　乙　1年
久慈中　　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 日高中　　　　勝　敗　位 1-5

土　田　莉　桜　2年 近　藤　汐　莉　1年 鈴　木　良　美　2年
多賀中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 高萩中　　　　勝　敗　位 2-6

佐　藤　永　佳　3年 佐　京　はるひ　1年 西　村　奏　美　2年
磯原中　　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 泉丘中　　　　勝　敗　位 4-2

　関　　美　羽　3年 大　森　由　茄　2年 佐　川　桃　花　2年
太一附中　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 2-7

内　藤　理　乃　3年 鈴　木　小　絵　2年 菅　野　莉　子　1年
磯原中　　　　勝　敗　位 豊浦中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 1-6

冨　山　琴　葉　2年 松　田　明　未　3年 増　田　紗　也　1年
太田中　　　　勝　敗　位 河原子中　　　勝　敗　位 日高中　　　　勝　敗　位 3-4

松　井　瑠　菜　2年 畠　山　咲　来　2年 石　栗　愛　結　1年
十王中　　　　勝　敗　位 日高中　　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 1-7

中　谷　　怜　　3年 太　田　采　希　1年 水　谷　歌那子　1年
日一附中　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 2-8

鈴　木　七　海　3年 廣　井　心　美　2年 齋　藤　陽　花　2年
中郷中　　　　勝　敗　位 高萩中　　　　勝　敗　位 泉丘中　　　　勝　敗　位 6-1

栗　原　万里花　3年 原　田　麻　由　2年 相　澤　楓　花　2年
十王中　　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 2-9

小　室　佳　蓮　3年 松　本　莉　乙　1年 有　馬　寧　音　2年
中郷中　　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 豊浦中　　　　勝　敗　位 1-8

小　林　紗　空　3年 麻　生　小　春　2年 川　野　莉央奈　1年
磯原中　　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位 大久保中　　　勝　敗　位 3-5

安　嶋　瑠　花　2年 篠　原　二　虹　2年 田　子　千　秋　2年
高萩中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 1-9

荒　川　羽　音　2年 　林　　愛　桜　1年 大　野　結　衣　1年
日高中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 2-10

矢　部　里　珠　3年 岡　部　琉　花　2年 大　内　知　香　2年
太田中　　　　勝　敗　位 泉丘中　　　　勝　敗　位 坂本中　　　　勝　敗　位 4-3

楠　見　瑠　衣　3年 高　倉　周　子　2年 萩　庭　暖　菜　2年
滑川中　　　　勝　敗　位 豊浦中　　　　勝　敗　位 高萩中　　　　勝　敗　位 2-11

小　野　花　楓　2年 赤　津　結　夏　2年 佐　川　理　央　2年
中郷中　　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位 1-10

吉　田　桃　花　3年 桑　野　心　愛　2年 鈴　木　杏　莉　1年
泉丘中　　　　勝　敗　位 太田中　　　　勝　敗　位 日高中　　　　勝　敗　位 3-6

山　本　沙　弥　3年 菊　池　夢　茉　1年 榊　原　綺　蘭　1年
太一附中　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 1-11

外　岡　彩　花　3年 野　田　美　月　2年 安養寺　れいら　1年
十王中　　　　勝　敗　位 久慈中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 2-12

沼　田　愛　琉　2年 大　部　華　菜　3年 黒　岩　柚　希　2年
中郷中　　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 助川中　　　　勝　敗　位 5-2

佐　藤　栞　暖　3年 根　本　恵里菜　2年 中　田　理　穂　1年
河原子中　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位 助川中　　　　勝　敗　位 2-13

大　内　瑠々花　1年 日　下　奈々美　1年 田　所　　愛　　2年
大久保中　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 1-12

中　村　　緑　　3年 甲　斐　咲　衣　2年 寺　木　莉　菜　1年
中郷中　　　　勝　敗　位 豊浦中　　　　勝　敗　位 日高中　　　　勝　敗　位 3-7

倉　田　希乃花　3年 木　内　愛　菜　2年 　角　　明佳音　1年
十王中　　　　勝　敗　位 日高中　　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 1-13

星　野　美　凪　2年 小　林　結　空　1年 澤　野　菜々香　1年
多賀中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 2-14

沼　田　綾　音　3年 小　松　穂　華　1年 三　枝　千　華　2年
太一附中　　　勝　敗　位 秋山中　　　　勝　敗　位 太田中　　　　勝　敗　位 4-4

関　根　波　奈　3年 下　重　歩　花　1年 落　合　七　美　2年
豊浦中　　　　勝　敗　位 中郷中　　　　勝　敗　位 日一附中　　　勝　敗　位 2-15

鈴　木　杏　実　3年 黒　澤　夢　月　2年 助　川　恵　那　2年
磯原中　　　　勝　敗　位 泉丘中　　　　勝　敗　位 久慈中　　　　勝　敗　位

小　松　優　華　3年 佐々木　優　衣　2年 藤　田　ももこ　2年 3-8

秋山中　　　　勝　敗　位 十王中　　　　勝　敗　位 助川中　　　　勝　敗　位 1-14

菊　地　美　愛　2年 長　井　優　花　2年 加　藤　夕　琳　1年
日高中　　　　勝　敗　位 松岡中　　　　勝　敗　位 磯原中　　　　勝　敗　位 2-16

長　瀬　日　和　2年 佐　藤　ななみ　2年 藤　田　幸　歩　2年 千　葉　愛　美　2年
中郷中　　　　勝　敗　位 駒王中　　　　勝　敗　位 多賀中　　　　勝　敗　位 高萩中　　　　勝　敗　位
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女子Ｓ予選リーグ → 決勝トーナメント

※　トーナメント上位32人が２次予選会出場

試合時間　　　：　　　～　　　：　　　
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