
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子シングルス女子シングルス女子シングルス女子シングルス
優勝優勝優勝優勝 柴　宮　　優　華柴　宮　　優　華柴　宮　　優　華柴　宮　　優　華

準優勝準優勝準優勝準優勝 渡渡渡渡 邊邊邊邊 拡拡拡拡 子子子子    担当 ： レディース　　　　　　　　　　　　　   担当 ： レディース　　　　　　　　　　　　　   担当 ： レディース　　　　　　　　　　　　　   担当 ： レディース　　　　　　　　　　　　　
３位３位３位３位 相相相相 澤澤澤澤 まままま やややや

  日程 ： 10月6日（土）　　　　　　　　　　　　  日程 ： 10月6日（土）　　　　　　　　　　　　  日程 ： 10月6日（土）　　　　　　　　　　　　  日程 ： 10月6日（土）　　　　　　　　　　　　
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（（（（ フフフフ リリリリ ーーーー ））））

ＢＹＥＢＹＥＢＹＥＢＹＥ

阿阿阿阿 部部部部 真真真真 裕裕裕裕 美美美美 （（（（ ササササ ンンンン ララララ イイイイ ズズズズ ））））

渡渡渡渡 邊邊邊邊 拡拡拡拡 子子子子 （（（（ ララララ ビビビビ ッッッッ ツツツツ ））））

ＢＹＥＢＹＥＢＹＥＢＹＥ

和和和和 泉泉泉泉 有有有有 葵葵葵葵 子子子子 （（（（ フフフフ リリリリ ーーーー ））））

大大大大 久久久久 保保保保 芙芙芙芙 美美美美 （（（（ 国国国国 立立立立 音音音音 大大大大 ））））

竹竹竹竹 延延延延 久久久久 美美美美 子子子子

（（（（ ササササ ンンンン ララララ イイイイ ズズズズ ））））

岡岡岡岡 部部部部 美美美美 保保保保 （（（（ ささささ くくくく らららら ））））

田田田田 崎崎崎崎 万万万万 里里里里 子子子子 （（（（ たたたた けけけけ のののの ここここ ））））

舩舩舩舩 生生生生 真真真真 紀紀紀紀 子子子子 （（（（ フフフフ リリリリ ーーーー ））））

17171717 柴柴柴柴 宮宮宮宮 優優優優 華華華華 (((( 国国国国 立立立立 音音音音 大大大大 ))))

18181818 今今今今 川川川川 貴貴貴貴 子子子子 （（（（ ノノノノ アアアア 国国国国 分分分分 寺寺寺寺 ））））

19191919

申申申申 梨梨梨梨 奈奈奈奈 （（（（ 一一一一 橋橋橋橋 大大大大 学学学学 ））））

相相相相 澤澤澤澤 まままま やややや （（（（ ジジジジ ェェェェ イイイイ シシシシ ーーーー ））））

ＢＹＥＢＹＥＢＹＥＢＹＥ

高高高高 田田田田 綾綾綾綾 美美美美 （（（（ ３３３３ ００００ －－－－ ００００ ））））

(((( ジジジジ ェェェェ イイイイ シシシシ ーーーー ））））

梶梶梶梶 村村村村 梓梓梓梓 22222222 小小小小 山山山山 満満満満 子子子子 （（（（ すすすす ばばばば るるるる ））））

23232323 ＢＹＥＢＹＥＢＹＥＢＹＥ

小小小小 林林林林 加加加加 代代代代 子子子子 （（（（ たたたた けけけけ のののの ここここ ））））

20202020 望望望望 月月月月 優優優優 香香香香 （（（（ フフフフ リリリリ ーーーー ））））

21212121 ｱｱｱｱﾌﾌﾌﾌ ﾞ゙゙゙ﾃﾃﾃﾃ ﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙｶｶｶｶ ﾞ゙゙゙ﾌﾌﾌﾌｧｧｧｧ惠惠惠惠子子子子 （（（（ ジジジジ ェェェェ イイイイ シシシシ ーーーー ））））

27272727 佐佐佐佐 藤藤藤藤 典典典典 子子子子 （（（（ 立立立立 川川川川 テテテテ ニニニニ スススス クククク ララララ ブブブブ ））））

24242424 保保保保 坂坂坂坂 利利利利 華華華華 （（（（ ララララ ビビビビ ッッッッ ツツツツ ））））

25252525 今今今今 井井井井 治治治治 子子子子 （（（（ ３３３３ ００００ －－－－ ００００ ））））

32323232 高高高高 木木木木 吏吏吏吏 津津津津 子子子子 （（（（ ジジジジ ェェェェ イイイイ シシシシ ーーーー ））））

30303030 波波波波 﨑﨑﨑﨑 ゆゆゆゆ かかかか りりりり （（（（ ダダダダ ッッッッ キキキキ ーーーー ））））

31313131 ＢＹＥＢＹＥＢＹＥＢＹＥ

28282828 豊豊豊豊 田田田田 陽陽陽陽 有有有有 子子子子 （（（（ 京京京京 王王王王 ＴＴＴＴ ＳＳＳＳ ））））

29292929 田田田田 中中中中 裕裕裕裕 美美美美 （（（（ ササササ ンンンン ララララ イイイイ ズズズズ ））））

26262626 ＢＹＥＢＹＥＢＹＥＢＹＥ

   76(3)   76(3)   76(3)   76(3)

決勝決勝決勝決勝
柴宮　優華　　７６（３）　　渡邊　拡子柴宮　優華　　７６（３）　　渡邊　拡子柴宮　優華　　７６（３）　　渡邊　拡子柴宮　優華　　７６（３）　　渡邊　拡子

３位決定戦３位決定戦３位決定戦３位決定戦

相澤　まや　　　６４　　高木　吏津子相澤　まや　　　６４　　高木　吏津子相澤　まや　　　６４　　高木　吏津子相澤　まや　　　６４　　高木　吏津子

７６（３）７６（３）７６（３）７６（３）


