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(3) 試合番号（A1) (0)
埼玉栄(13)林 樂/秋元 未幸 2 21 21 -D1- 2 8 0 一志 有記/張谷 涼音 山手学院(48)

埼玉栄(13)田中 芽依/小林 茜梨 2 21 21 -D2- 10 8 0 森本 さつき/木島 瑞生 山手学院(48)

埼玉栄(13)正田 捺実 2 21 21 -S1- 7 4 0 北川 茜 山手学院(48)

埼玉栄(13)吉田 瑠実 -S2- 張谷 涼音 山手学院(48)

埼玉栄(13)齋藤 夏 -S3- 一志 有記 山手学院(48)

(3) 試合番号（B1) (0)
淑徳巣鴨(19)斎藤 未奈/池田 亜沙美 2 19 21 21 -D1- 21 16 11 1 佐藤 麗/川井 有珠 文化学園長野(23)

淑徳巣鴨(19)高橋 未羽/松下 桜良 2 21 23 -D2- 19 21 0 玉村 未波/伊藤 千晶 文化学園長野(23)

淑徳巣鴨(19)熊澤 里咲 2 21 21 -S1- 8 3 0 柴﨑 遥奈 文化学園長野(23)

淑徳巣鴨(19)池田 亜沙美 -S2- 佐藤 麗 文化学園長野(23)

淑徳巣鴨(19)斎藤 未奈 -S3- 川井 有珠 文化学園長野(23)

(3) 試合番号（C1) (1)
常総学院(9)島倉 唯/濵野 夏葵 2 21 21 -D1- 12 17 0 長島 聖梨/名村 怜 山形城北(7)

常総学院(9)小池 由華/関 祐香 0 14 18 -D2- 21 21 2 吉田 有希/青柳 朱音 山形城北(7)

常総学院(9)宮本 愛央 2 21 21 21 -S1- 13 23 11 1 大沼 友里愛 山形城北(7)

常総学院(9)深谷 晶姫美 2 18 21 21 -S2- 21 17 15 1 長島 聖梨 山形城北(7)

常総学院(9)島倉 唯 -S3- 吉田 有希 山形城北(7)

(3) 試合番号（D1) (2)
星陵(24)野田 彩夏/住吉 琴菜 0 15 22 -D1- 21 24 2 田盛 綾菜/宗近 奈々美 安田女子(37)

星陵(24)朝日 李理華/小野田 葵 0 9 4 -D2- 21 21 2 下田 芽衣/石田 美月 安田女子(37)

星陵(24)小林 那奈瀬 2 19 21 21 -S1- 21 11 15 1 小西 菜月 安田女子(37)

星陵(24)野田 彩夏 2 21 18 21 -S2- 12 21 15 1 田盛 綾菜 安田女子(37)

星陵(24)住吉 琴菜 2 18 21 21 -S3- 21 13 8 1 下田 芽衣 安田女子(37)

(3) 試合番号（E1) (0)
とわの森三愛(4)西尾 樹莉/山口 貴子 2 21 21 -D1- 17 8 0 藤野 友結/井口 果保 敬愛学園(16)

とわの森三愛(4)佐藤 千紗/高橋 由羽 2 21 21 -D2- 8 10 0 鈴木 彩花/東 姫良々 敬愛学園(16)

とわの森三愛(4)村田 梨於 2 21 21 -S1- 9 8 0 白石 彩沙香 敬愛学園(16)

とわの森三愛(4)小林 郁美 -S2- 藤野 友結 敬愛学園(16)

とわの森三愛(4)西尾 樹莉 -S3- 井口 果保 敬愛学園(16)

(3) 試合番号（F1) (0)
アナン学園(32)小林 栞菜/川村 彩菜 2 20 21 21 -D1- 22 17 14 1 五十嵐 温/佐藤 美花 新潟青陵(21)

アナン学園(32)森脇 瑠莉/亀野 日葵 2 23 21 -D2- 21 13 0 関﨑 真琴/佐藤 恵 新潟青陵(21)

アナン学園(32)西本 愛美 21 24 8 打切 11 26 4 石田 有紀乃 新潟青陵(21)

アナン学園(32)小林 栞菜 2 21 21 -S2- 13 7 0 五十嵐 温 新潟青陵(21)

アナン学園(32)川村 彩菜 -S3- 佐藤 美花 新潟青陵(21)

(3) 試合番号（G1) (0)
園田学園(35)山下 陽子/松久 紬 2 21 21 -D1- 10 17 0 額田 志織/髙木 瞳 東京家政学院(20)

園田学園(35)辰見 真梨/田代 美景 2 21 21 -D2- 18 14 0 谷口 菜沙/阪口 ほのか 東京家政学院(20)

園田学園(35)田中 沙季 2 21 21 -S1- 12 9 0 大和田 真由 東京家政学院(20)

園田学園(35)山下 陽子 -S2- 阪口 ほのか 東京家政学院(20)

園田学園(35)古川 恵 -S3- 谷口 菜沙 東京家政学院(20)

埼玉栄 山手学院

淑徳巣鴨 文化学園長野

常総学院 山形城北

星陵 安田女子

とわの森三愛 敬愛学園

アナン学園 新潟青陵

園田学園 東京家政学院
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(3) 試合番号（H1) (0)
作新学院(11)佐川 智香/海老原 香澄 2 21 21 -D1- 15 8 0 千葉 実乃里/岩本 夏奈 札幌北斗(3)

作新学院(11)田代 愛妃/輿石 江里香 2 21 21 -D2- 15 15 0 清水 利恵/髙橋 七海 札幌北斗(3)

作新学院(11)醍醐 和佳 2 22 21 -S1- 20 9 0 髙橋 瑠花 札幌北斗(3)

作新学院(11)佐川 智香 -S2- 千葉 実乃里 札幌北斗(3)

作新学院(11)海老原 香澄 -S3- 岩本 夏奈 札幌北斗(3)

(3) 試合番号（I1) (0)
聖ウルスラ英智(5)出戸 成美/安部 真由 2 21 21 -D1- 14 16 0 岸 紗羅/関 琴音 立花学園(46)

聖ウルスラ英智(5)佐藤 仁美/和島 百燿 2 21 21 -D2- 6 12 0 椎野 美帆/小澤 沙耶 立花学園(46)

聖ウルスラ英智(5)遠藤 育帆 2 21 21 -S1- 12 10 0 永田 繭 立花学園(46)

聖ウルスラ英智(5)岡村 あみ -S2- 関 琴音 立花学園(46)

聖ウルスラ英智(5)鈴木 ゆうき -S3- 岸 紗羅 立花学園(46)

(3) 試合番号（J1) (1)
聖心ウルスラ(44)本部 美優/下石 陽香 0 14 15 -D1- 21 21 2 安達 友妃/町田 華梨 つくば国際大学(10)

聖心ウルスラ(44)谷川 綾/山﨑 悠理香 2 21 21 -D2- 14 14 0 柴沼 由姫/中江 悠樺 つくば国際大学(10)

聖心ウルスラ(44)黒木 彩加 2 13 21 21 -S1- 21 18 12 1 砂川 真穂 つくば国際大学(10)

聖心ウルスラ(44)本部 美優 2 21 21 -S2- 15 9 0 廣瀬 美晴 つくば国際大学(10)

聖心ウルスラ(44)下石 陽香 -S3- 町田 華梨 つくば国際大学(10)

(3) 試合番号（K1) (2)
山陽女子(36)森川 紗彩華/寺尾 奈津実 2 21 21 -D1- 18 15 0 黒岩 はるな/髙尾 鈴花 佐賀女子(41)

山陽女子(36)藤川 実希/石井 祐葵 0 18 14 -D2- 21 21 2 山下 莉香/井上 鈴華 佐賀女子(41)

山陽女子(36)山部 日菜子 2 21 14 21 -S1- 19 21 15 1 芳賀 愛美 佐賀女子(41)

山陽女子(36)善家 百合子 0 14 19 -S2- 21 21 2 黒岩 はるな 佐賀女子(41)

山陽女子(36)森川 紗彩華 2 21 21 -S3- 7 15 0 井上 鈴華 佐賀女子(41)

(3) 試合番号（L1) (0)
西武台千葉(17)淀 千春/佐藤 凪 2 21 21 -D1- 16 8 0 山田 奈実/内海 遥香 龍谷大付属平安(31)

西武台千葉(17)淀 英恵/山田 楓 2 19 21 21 -D2- 21 10 15 1 浅野 夕奈/武富 百香 龍谷大付属平安(31)

西武台千葉(17)古橋 明日香 2 21 21 -S1- 14 14 0 引口 海音 龍谷大付属平安(31)

西武台千葉(17)山田 千尋 -S2- 山田 奈実 龍谷大付属平安(31)

西武台千葉(17)山田 楓 -S3- 武富 百香 龍谷大付属平安(31)

(3) 試合番号（M1) (0)
京都外大西(30)小野 美来/貴田 真望子 2 21 21 -D1- 8 11 0 臼田 葵/木村 伊吹 細田学園(14)

京都外大西(30)増永 美夢/坪内 真惟 2 21 21 -D2- 14 10 0 成田 英/星野 絢 細田学園(14)

京都外大西(30)日下 亜実 2 21 21 -S1- 2 1 0 山本 笑夏 細田学園(14)

京都外大西(30)明地 七海 -S2- 臼田 葵 細田学園(14)

京都外大西(30)櫻庭 ほのか -S3- 木村 伊吹 細田学園(14)

(3) 試合番号（N1) (0)
叡明(12)篠山 麻衣/佐藤 灯 2 21 21 -D1- 17 17 0 宇佐見 紗玲愛/井本 千翔 岡崎城西(25)

叡明(12)本田 碧泉/新田 桃子 2 21 21 -D2- 12 16 0 浅井 美の里/青山 ひかり 岡崎城西(25)

叡明(12)荒井 菜月 2 21 21 -S1- 10 12 0 山本 優季 岡崎城西(25)

叡明(12)佐藤 灯 -S2- 宇佐見 紗玲愛 岡崎城西(25)

叡明(12)新田 桃子 -S3- 井本 千翔 岡崎城西(25)

作新学院 札幌北斗

聖ウルスラ学院英智 立花学園

聖心ウルスラ学園 つくば国際大学

山陽女子 佐賀女子

西武台千葉 龍谷大学付属平安

京都外大西 細田学園

叡明 岡崎城西
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(3) 試合番号（O1) (2)
旭川実業(1)布川 夢香/宮崎 里沙 1 21 16 15 -D1- 17 21 21 2 柳原 なな子/大上 月佳 関東第一(18)

旭川実業(1)藤原 遥花/遠藤 みのり 2 21 21 -D2- 15 12 0 金子 優華/田中 月菜 関東第一(18)

旭川実業(1)橘 菜穂 2 21 21 -S1- 17 19 0 藤 亜里紗 関東第一(18)

旭川実業(1)布川 夢香 1 19 21 9 -S2- 21 19 21 2 大上 月佳 関東第一(18)

旭川実業(1)木村 唯菜 2 14 21 21 -S3- 21 14 14 1 柳原 なな子 関東第一(18)

(3) 試合番号（P1) (1)
九州国際大付属(39)平野 紗妃/小西 春七 2 21 21 -D1- 8 2 0 池阪 美琴/小林 音色 法政大学第二(47)

九州国際大付属(39)濵原 楓和/崎野 桃花 0 19 15 -D2- 21 21 2 溝口 なつめ/武藤 璃海 法政大学第二(47)

九州国際大付属(39)松岡 真那 2 21 21 -S1- 6 3 0 宮﨑 資子 法政大学第二(47)

九州国際大付属(39)平野 紗妃 2 21 21 -S2- 10 14 0 溝口 なつめ 法政大学第二(47)

九州国際大付属(39)小西 春七 -S3- 武藤 璃海 法政大学第二(47)

(3) 試合番号（A2) (0)
尚志(8)上田 実夢/小針 美香 2 21 21 -D1- 12 10 0 太田 恵理奈/山田 芙実 山手学院(48)

尚志(8)小野寺 奏瑛/遠藤 朱理 2 23 21 -D2- 21 10 0 一志 有記/森本 さつき 山手学院(48)

尚志(8)千葉 海峰乃 2 21 21 -S1- 11 17 0 張谷 涼音 山手学院(48)

尚志(8) 上田 実夢 -S2- 一志 有記 山手学院(48)

尚志(8) 小針 美香 -S3- 北川 茜 山手学院(48)

(3) 試合番号（B2) (1)
福岡常葉(40)中島 祐月/倉成 祐生 1 22 16 17 -D1- 20 21 21 2 玉村 未波/佐藤 麗 文化学園長野(23)

福岡常葉(40)松島 悠希/山本 一葉 2 21 21 -D2- 17 13 0 伊藤 千晶/川井 有珠 文化学園長野(23)

福岡常葉(40)目野 穂乃香 2 21 21 -S1- 2 5 0 柴﨑 遥奈 文化学園長野(23)

福岡常葉(40)倉成 祐生 2 21 21 -S2- 8 18 0 伊藤 千晶 文化学園長野(23)

福岡常葉(40)中島 祐月 -S3- 佐藤 麗 文化学園長野(23)

(3) 試合番号（C2) (1)
玉名女子(42)岡 未涼/宮﨑 ちなつ 2 21 22 -D1- 6 20 0 吉田 有希/青柳 朱音 山形城北(7)

玉名女子(42)境 柚名/松田 倫奈 2 21 21 -D2- 18 18 0 大沼 友里愛/三上 菜月 山形城北(7)

玉名女子(42)廣田 里緒奈 0 18 13 -S1- 21 21 2 伊藤 虹汐 山形城北(7)

玉名女子(42)岡 未涼 2 21 21 -S2- 4 6 0 長島 聖梨 山形城北(7)

玉名女子(42)境 柚名 -S3- 大沼 友里愛 山形城北(7)

(3) 試合番号（D2) (0)
本庄第一(15)小堀 真十衣/泉 桃花 2 21 21 -D1- 8 10 0 田盛 綾菜/宗近 奈々美 安田女子(37)

本庄第一(15)山岸 優生/今井 菜摘 2 21 21 -D2- 15 10 0 下田 芽衣/石田 美月 安田女子(37)

本庄第一(15)小黒 遥花 2 21 21 -S1- 7 10 0 三田 夏未 安田女子(37)

本庄第一(15)小堀 真十衣 -S2- 田盛 綾菜 安田女子(37)

本庄第一(15)泉 桃花 -S3- 下田 芽衣 安田女子(37)

(3) 試合番号（E2) (0)
名経大市邨(26)塩飽 真夕/清田 芽生 2 21 21 -D1- 13 12 0 藤野 友結/井口 果保 敬愛学園(16)

名経大市邨(26)岸本 ひなた/酒井 すみれ 2 21 21 -D2- 5 3 0 石橋 千里/東 姫良々 敬愛学園(16)

名経大市邨(26)池上 菜々子 2 21 21 -S1- 10 15 0 白石 彩沙香 敬愛学園(16)

名経大市邨(26)酒井 すみれ 0 0 -S2- 0 0 藤野 友結 敬愛学園(16)

名経大市邨(26)清田 芽生 -S3- 井口 果保 敬愛学園(16)

旭川実業 関東第一

九州国際大学付属 法政大学第二

尚志 山手学院

福岡常葉 文化学園長野

玉名女子 山形城北

本庄第一 安田女子

名古屋経済大学市邨 敬愛学園
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(3) 試合番号（F2) (2)
アナン学園(32)小林 栞菜/川村 彩菜 2 23 21 21 -D1- 25 18 8 1 矢野 あすか/松田 悠希 常盤木学園(6)

アナン学園(32)森脇 瑠莉/亀野 日葵 2 21 20 21 -D2- 18 22 16 1 庄司 那央/相澤 萌 常盤木学園(6)

アナン学園(32)西本 愛美 1 21 6 9 -S1- 19 21 21 2 神山 歩美 常盤木学園(6)

アナン学園(32)小林 栞菜 1 25 21 14 -S2- 27 19 21 2 矢野 あすか 常盤木学園(6)

アナン学園(32)川村 彩菜 2 21 21 -S3- 15 14 0 松田 悠希 常盤木学園(6)

(3) 試合番号（G2) (1)
原田 のどか/横山 澪 2 21 21 -D1- 9 15 0 額田 志織/髙木 瞳 東京家政学院(20)

新田(38)中野 美佑/塚野 美月 0 6 12 -D2- 21 21 2 谷口 菜沙/阪口 ほのか 東京家政学院(20)

新田(38)宮本 有紗 2 21 21 -S1- 5 4 0 大和田 真由 東京家政学院(20)

新田(38)横山 澪 2 21 21 -S2- 10 6 0 谷口 菜沙 東京家政学院(20)

新田(38)原田 のどか -S3- 額田 志織 東京家政学院(20)

(3) 試合番号（H2) (0)
札幌北斗(3)千葉 実乃里/岩本 夏奈 2 21 21 -D1- 13 18 0 小林 楓/藤井 美帆 暁(27)

札幌北斗(3)清水 利恵/髙橋 七海 2 21 21 -D2- 13 16 0 清水 瑞生/樋尾 萌里 暁(27)

札幌北斗(3)髙橋 瑠花 2 23 21 -S1- 21 16 0 山岡 未沙 暁(27)

札幌北斗(3)千葉 実乃里 -S2- 小林 楓 暁(27)

札幌北斗(3)岩本 夏奈 -S3- 藤井 美帆 暁(27)

(3) 試合番号（I2) (0)
八代白百合学園(43)栫 千尋/宇野 沙耶香 2 21 21 -D1- 12 9 0 椎野 美帆/渡邉 紗菜 立花学園(46)

八代白百合学園(43)谷本 海梨/梶谷 奈央 2 21 21 -D2- 16 13 0 岸 紗羅/関 琴音 立花学園(46)

八代白百合学園(43)山口 怜奈 2 21 21 -S1- 8 16 0 永田 繭 立花学園(46)

八代白百合学園(43)梶谷 奈央 -S2- 関 琴音 立花学園(46)

八代白百合学園(43)谷本 海梨 -S3- 岸 紗羅 立花学園(46)

(3) 試合番号（J2) (0)
四天王寺(33)村上 知紘/関矢 芽紅 2 21 21 -D1- 17 14 0 安達 友妃/町田 華梨 つくば国際大学(10)

四天王寺(33)和田 七海/安岡 萌々香 2 21 21 -D2- 6 18 0 柴沼 由姫/中江 悠樺 つくば国際大学(10)

四天王寺(33)徳岡 美礼 2 21 21 -S1- 13 11 0 砂川 真穂 つくば国際大学(10)

四天王寺(33)村上 知紘 -S2- 廣瀬 美晴 つくば国際大学(10)

四天王寺(33)和田 七海 -S3- 町田 華梨 つくば国際大学(10)

(3) 試合番号（K2) (0)
佐賀女子(41)黒岩 はるな/髙尾 鈴花 2 21 21 -D1- 14 18 0 田村 爽華/杉原 早紀 夙川学院(34)

佐賀女子(41)山下 莉香/井上 鈴華 2 21 18 21 -D2- 19 21 19 1 若林 智代/清水 海生 夙川学院(34)

佐賀女子(41)芳賀 愛美 2 21 21 -S1- 11 10 0 日下部 暁理 夙川学院(34)

佐賀女子(41)黒岩 はるな -S2- 若林 智代 夙川学院(34)

佐賀女子(41)井上 鈴華 -S3- 杉原 早紀 夙川学院(34)

(3) 試合番号（L2) (1)
札幌静修(2)北村 穂乃花/本村 愛梨 1 21 16 18 -D1- 17 21 21 2 浅野 夕奈/武富 百香 龍谷大付属平安(31)

札幌静修(2)上杉 優奈/石井 まなか 2 21 21 -D2- 10 14 0 山田 奈実/内海 遥香 龍谷大付属平安(31)

札幌静修(2)加賀 陽香莉 2 21 21 -S1- 11 16 0 引口 海音 龍谷大付属平安(31)

札幌静修(2)上杉 優奈 2 14 21 23 -S2- 21 17 21 1 山田 奈実 龍谷大付属平安(31)

札幌静修(2)石井 まなか -S3- 武富 百香 龍谷大付属平安(31)

アナン学園 常盤木学園

新田 東京家政学院

札幌北斗 暁

八代白百合学園 立花学園

四天王寺 つくば国際大学

佐賀女子 夙川学院

札幌静修 龍谷大学付属平安
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(3) 試合番号（M2) (0)
鵠沼(45)花田 紗希/高橋 佳希 2 21 21 -D1- 6 5 0 山本 笑夏/成田 英 細田学園(14)

鵠沼(45)末上 晴菜/國領 美海 2 21 21 -D2- 19 16 0 臼田 葵/木村 伊吹 細田学園(14)

鵠沼(45)城所 美希 2 21 22 -S1- 4 20 0 星野 絢 細田学園(14)

鵠沼(45)高橋 佳希 -S2- 臼田 葵 細田学園(14)

鵠沼(45)花田 紗希 -S3- 木村 伊吹 細田学園(14)

(3) 試合番号（N2) (2)
叡明(12)篠山 麻衣/佐藤 灯 2 21 16 21 -D1- 10 21 17 1 生木 萌果/福島 沙里奈 富山国際大付属(22)

叡明(12)本田 碧泉/新田 桃子 2 17 21 21 -D2- 21 16 14 1 本江 綾/松田 藍 富山国際大付属(22)

叡明(12)荒井 菜月 1 21 14 18 -S1- 18 21 21 2 山本 羽純 富山国際大付属(22)

叡明(12)佐藤 灯 1 10 21 18 -S2- 21 9 21 2 生木 萌果 富山国際大付属(22)

叡明(12)新田 桃子 2 21 21 -S3- 18 16 0 福島 沙里奈 富山国際大付属(22)

(3) 試合番号（O2) (0)
関東第一(18)柳原 なな子/大上 月佳 2 21 12 21 -D1- 10 21 10 1 五島 あかり/佐藤 鈴奈 滋賀短大附属(29)

関東第一(18)金子 優華/田中 月菜 2 21 14 21 -D2- 14 21 12 1 小西 奈央/高田 菜々子 滋賀短大附属(29)

関東第一(18)藤 亜里紗 2 21 21 -S1- 8 14 0 山根 美里 滋賀短大附属(29)

関東第一(18)大上 月佳 -S2- 佐藤 鈴奈 滋賀短大附属(29)

関東第一(18)柳原 なな子 -S3- 五島 あかり 滋賀短大附属(29)

(3) 試合番号（P2) (2)
皇學館(28)齋藤 柚/山本 綺音 2 21 21 -D1- 1 1 0 池阪 美琴/小林 音色 法政大学第二(47)

皇學館(28)梅村 愛理/北山 弥卯 0 14 10 -D2- 21 21 2 溝口 なつめ/武藤 璃海 法政大学第二(47)

皇學館(28)辻井 彩加 2 21 21 -S1- 10 9 0 宮﨑 資子 法政大学第二(47)

皇學館(28)山本 綺音 0 16 10 -S2- 21 21 2 溝口 なつめ 法政大学第二(47)

皇學館(28)齋藤 柚 2 19 21 21 -S3- 21 18 4 1 武藤 璃海 法政大学第二(47)

(3) 試合番号（A3) (0)
埼玉栄(13)齋藤 夏/吉田 瑠実 2 21 21 -D1- 12 16 0 上田 実夢/小針 美香 尚志(8)

埼玉栄(13)田中 芽依/小林 茜梨 2 21 21 -D2- 17 12 0 小野寺 奏瑛/市川 楓華 尚志(8)

埼玉栄(13)上杉 杏 2 21 21 -S1- 16 15 0 千葉 海峰乃 尚志(8)

埼玉栄(13)林 樂 -S2- 上田 実夢 尚志(8)

埼玉栄(13)吉田 瑠実 -S3- 小針 美香 尚志(8)

(3) 試合番号（B3) (1)
福岡常葉(40)中島 祐月/倉成 祐生 0 13 16 -D1- 21 21 2 斎藤 未奈/池田 亜沙美 淑徳巣鴨(19)

福岡常葉(40)松島 悠希/山本 一葉 2 18 21 21 -D2- 21 19 12 1 熊澤 里咲/松下 桜良 淑徳巣鴨(19)

福岡常葉(40)目野 穂乃香 2 21 21 -S1- 17 13 0 高橋 未羽 淑徳巣鴨(19)

福岡常葉(40)倉成 祐生 2 21 21 -S2- 17 18 0 池田 亜沙美 淑徳巣鴨(19)

福岡常葉(40)中島 祐月 -S3- 斎藤 未奈 淑徳巣鴨(19)

(3) 試合番号（C3) (0)
常総学院(9)島倉 唯/濵野 夏葵 2 21 21 -D1- 16 18 0 岡 未涼/宮﨑 ちなつ 玉名女子(42)

常総学院(9)小池 由華/関 祐香 2 21 21 -D2- 17 14 0 境 柚名/松田 倫奈 玉名女子(42)

常総学院(9)宮本 愛央 2 21 21 -S1- 10 14 0 廣田 里緒奈 玉名女子(42)

常総学院(9)島倉 唯 -S2- 岡 未涼 玉名女子(42)

常総学院(9)濵野 夏葵 -S3- 境 柚名 玉名女子(42)

鵠沼 細田学園

叡明 富山国際大学付属

関東第一 滋賀短期大学附属

皇學館 法政大学第二

埼玉栄 尚志

福岡常葉 淑徳巣鴨

常総学院 玉名女子
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(3) 試合番号（D3) (0)
本庄第一(15)小堀 真十衣/泉 桃花 2 23 21 -D1- 21 11 0 野田 彩夏/住吉 琴菜 星陵(24)

本庄第一(15)山岸 優生/今井 菜摘 2 21 21 -D2- 7 4 0 朝日 李理華/小野田 葵 星陵(24)

本庄第一(15)小黒 遥花 2 21 21 -S1- 12 7 0 小林 那奈瀬 星陵(24)

本庄第一(15)小堀 真十衣 -S2- 野田 彩夏 星陵(24)

本庄第一(15)泉 桃花 -S3- 住吉 琴菜 星陵(24)

(3) 試合番号（E3) (1)
名経大市邨(26)塩飽 真夕/清田 芽生 0 15 16 -D1- 21 21 2 西尾 樹莉/山口 貴子 とわの森三愛(4)

名経大市邨(26)岸本 ひなた/酒井 すみれ 2 21 21 -D2- 6 15 0 佐藤 千紗/高橋 由羽 とわの森三愛(4)

名経大市邨(26)池上 菜々子 2 18 21 21 -S1- 21 18 13 1 村田 梨於 とわの森三愛(4)

名経大市邨(26)酒井 すみれ 2 21 21 -S2- 14 9 0 小林 郁美 とわの森三愛(4)

名経大市邨(26)清田 芽生 -S3- 西尾 樹莉 とわの森三愛(4)

(3) 試合番号（F3) (1)
常盤木学園(6)矢野 あすか/松田 悠希 2 21 21 -D1- 12 17 0 五十嵐 温/佐藤 美花 新潟青陵(21)

常盤木学園(6)庄司 那央/相澤 萌 1 19 21 12 -D2- 21 19 21 2 関﨑 真琴/小菅 民 新潟青陵(21)

常盤木学園(6)神山 歩美 2 21 21 -S1- 13 12 0 石田 有紀乃 新潟青陵(21)

常盤木学園(6)矢野 あすか 2 21 21 -S2- 16 18 0 五十嵐 温 新潟青陵(21)

常盤木学園(6)松田 悠希 -S3- 佐藤 美花 新潟青陵(21)

(3) 試合番号（G3) (0)
園田学園(35)山下 陽子/古川 恵 2 21 21 -D1- 19 13 0 原田 のどか/横山 澪 新田(38)

園田学園(35)永井 日南乃/斉藤 さくら 2 21 21 -D2- 6 8 0 中野 美佑/渡部 麗奈 新田(38)

園田学園(35)松久 紬 2 21 21 -S1- 12 9 0 宮本 有紗 新田(38)

園田学園(35)山下 陽子 -S2- 横山 澪 新田(38)

園田学園(35)斉藤 さくら -S3- 原田 のどか 新田(38)

(3) 試合番号（H3) (0)
作新学院(11)佐川 智香/海老原 香澄 2 21 21 -D1- 11 15 0 小林 楓/藤井 美帆 暁(27)

作新学院(11)田代 愛妃/輿石 江里香 2 21 21 -D2- 9 7 0 清水 瑞生/樋尾 萌里 暁(27)

作新学院(11)醍醐 和佳 2 21 21 -S1- 9 5 0 山岡 未沙 暁(27)

作新学院(11)佐川 智香 -S2- 小林 楓 暁(27)

作新学院(11)海老原 香澄 -S3- 藤井 美帆 暁(27)

(3) 試合番号（I3) (0)
聖ウルスラ英智(5)鈴木 ゆうき/岡村 あみ 2 21 21 -D1- 19 18 0 谷本 海梨/梶谷 奈央 八代白百合学園(43)

聖ウルスラ英智(5)出戸 成美/安部 真由 2 21 21 -D2- 7 11 0 潮﨑 裟莉亜/深川 紗希 八代白百合学園(43)

聖ウルスラ英智(5)和島 百燿 2 21 21 -S1- 13 17 0 山口 怜奈 八代白百合学園(43)

聖ウルスラ英智(5)岡村 あみ -S2- 谷本 海梨 八代白百合学園(43)

聖ウルスラ英智(5)鈴木 ゆうき -S3- 宇野 沙耶香 八代白百合学園(43)

(3) 試合番号（J3) (0)
四天王寺(33)村上 知紘/関矢 芽紅 2 21 19 21 -D1- 10 21 8 1 本部 美優/下石 陽香 聖心ウルスラ(44)

四天王寺(33)和田 七海/安岡 萌々香 2 21 21 -D2- 13 8 0 谷川 綾/山﨑 悠理香 聖心ウルスラ(44)

四天王寺(33)徳岡 美礼 2 21 21 -S1- 12 8 0 黒木 彩加 聖心ウルスラ(44)

四天王寺(33)村上 知紘 -S2- 本部 美優 聖心ウルスラ(44)

四天王寺(33)和田 七海 -S3- 谷川 綾 聖心ウルスラ(44)

本庄第一 星陵

名古屋経済大学市邨 とわの森三愛

常盤木学園 新潟青陵

園田学園 新田

作新学院 暁

聖ウルスラ学院英智 八代白百合学園

四天王寺 聖心ウルスラ学園
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(3) 試合番号（K3) (0)
山陽女子(36)森川 紗彩華/山部 日菜子 2 20 21 21 -D1- 22 13 18 1 田村 爽華/杉原 早紀 夙川学院(34)

山陽女子(36)鎌田 彩羽/寺尾 奈津実 2 11 21 21 -D2- 21 6 14 1 若林 智代/清水 海生 夙川学院(34)

山陽女子(36)武本 未菜 2 21 21 -S1- 10 13 0 日下部 暁理 夙川学院(34)

山陽女子(36)善家 百合子 -S2- 若林 智代 夙川学院(34)

山陽女子(36)森川 紗彩華 -S3- 杉原 早紀 夙川学院(34)

(3) 試合番号（L3) (0)
西武台千葉(17)淀 千春/佐藤 凪 2 21 21 -D1- 13 8 0 中島 爽仁亜/本村 愛梨 札幌静修(2)

西武台千葉(17)淀 英恵/山田 楓 2 21 11 21 -D2- 18 21 15 1 上杉 優奈/石井 まなか 札幌静修(2)

西武台千葉(17)對馬 結 2 21 21 -S1- 17 13 0 加賀 陽香莉 札幌静修(2)

西武台千葉(17)山田 千尋 -S2- 上杉 優奈 札幌静修(2)

西武台千葉(17)山田 楓 -S3- 石井 まなか 札幌静修(2)

(3) 試合番号（M3) (0)
京都外大西(30)小野 美来/貴田 真望子 2 21 21 -D1- 15 15 0 末上 晴菜/花田 紗希 鵠沼(45)

京都外大西(30)明地 七海/伊藤 舞衣 2 21 21 -D2- 13 17 0 高橋 佳希/國領 美海 鵠沼(45)

京都外大西(30)櫻庭 ほのか 2 21 21 -S1- 15 7 0 梅蔭 優華 鵠沼(45)

京都外大西(30)明地 七海 -S2- 花田 紗希 鵠沼(45)

京都外大西(30)小野 美来 -S3- 城所 美希 鵠沼(45)

(3) 試合番号（N3) (2)
富山国際大付属(22)生木 萌果/福島 沙里奈 2 21 21 -D1- 17 12 0 井本 千翔/片山 葉月 岡崎城西(25)

富山国際大付属(22)高木 梨名/大野 みる 0 11 17 -D2- 21 21 2 浅井 美の里/青山 ひかり 岡崎城西(25)

富山国際大付属(22)本江 綾 1 21 19 20 -S1- 13 21 22 2 宇佐見 紗玲愛 岡崎城西(25)

富山国際大付属(22)福島 沙里奈 2 25 21 21 -S2- 27 18 12 1 井本 千翔 岡崎城西(25)

富山国際大付属(22)生木 萌果 2 21 21 -S3- 12 18 0 山本 優季 岡崎城西(25)

(3) 試合番号（O3) (2)
旭川実業(1)藤原 遥花/遠藤 みのり 2 21 21 -D1- 12 16 0 五島 あかり/佐藤 鈴奈 滋賀短大附属(29)

旭川実業(1)木村 唯菜/菊地 伶菜 2 21 20 21 -D2- 15 22 15 1 小西 奈央/奥村 奈未 滋賀短大附属(29)

旭川実業(1)橘 菜穂 1 20 21 20 -S1- 22 14 22 2 山根 美里 滋賀短大附属(29)

旭川実業(1)布川 夢香 1 21 19 16 -S2- 13 21 21 2 五島 あかり 滋賀短大附属(29)

旭川実業(1)木村 唯菜 2 21 21 -S3- 14 15 0 佐藤 鈴奈 滋賀短大附属(29)

(3) 試合番号（P3) (0)
九州国際大付属(39)平野 紗妃/小西 春七 2 23 21 -D1- 21 16 0 齋藤 柚/山本 綺音 皇學館(28)

九州国際大付属(39)濵原 楓和/崎野 桃花 2 19 21 21 -D2- 21 13 17 1 梅村 愛理/村田 愛梨 皇學館(28)

九州国際大付属(39)松岡 真那 2 21 21 -S1- 16 17 0 辻井 彩加 皇學館(28)

九州国際大付属(39)平野 紗妃 -S2- 山本 綺音 皇學館(28)

九州国際大付属(39)小西 春七 -S3- 齋藤 柚 皇學館(28)

山陽女子 夙川学院

西武台千葉 札幌静修

京都外大西 鵠沼

富山国際大学付属 岡崎城西

旭川実業 滋賀短期大学附属

九州国際大学付属 皇學館


