
平成19年度福井市卓球選手権大会

平成２０年２月２日

福井市体育館

小学生男子

下野　賢治 平木　駿 佐伯　稜馬
金津ｽﾎﾟ少 丸岡JSC 卓愛ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 2-1

三橋　柊平 斉藤　友紀 村田　聖
大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 美山ｽﾎﾟ少 円山ｽﾎﾟ少 1-1

馬谷　遼平 加福　秀哉 南口　大地 3-1

糸生ｽﾎﾟ少 若狭TTC 三国ｽﾏｲﾙ
松田　謙吾 柳沢　智也 伊東　航希
フェニックス 森田ｼﾞｭﾆｱｸ 春江ｽﾎﾟ少 2-2

林　拓海 田嶋　凌 大島　龍生
鯖江王山 江守の里 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 4-1

高橋　徹 河元　佑輝 高村　拓行
ミナミラボ 丸岡JSC 武生南ｽﾎﾟ少 2-3

水谷　浩務 片岡　直巳 一瀬　聡志
織田ｽﾎﾟ少 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 若狭TTC 1-2

堀田　貴朗 宮下　蔵太 小林　宜巧
東藤島ｽﾎﾟ少 フェニックス 円山ｽﾎﾟ少 3-2

天方　迪也 冨澤　凪 久保　翔太郎
円山ｽﾎﾟ少 鯖江王山 金津ｽﾎﾟ少 1-3

野村　烈瑠 西端　美樹 山田　喜亮
糸生ｽﾎﾟ少 森田ｼﾞｭﾆｱｸ 美山ｽﾎﾟ少 2-4

口田　泰広 小林　永二 荻野　恒河 5-1

フェニックス 今庄ｽﾎﾟ少 応行寺卓球
宮本　克樹 土本　純平 山元　祐介
美山ｽﾎﾟ少 大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 森田ｼﾞｭﾆｱｸ 2-5

関　晴人 かせ本　隆帆 西川　昇吾
金津ｽﾎﾟ少 丸岡JSC 円山ｽﾎﾟ少 1-4

寺本　昇平 岩本　清澄 加福　拓哉 3-3

フェニックス 殿下小 若狭TTC
田中　元樹 中村　光貴 前田　竜二
若狭TTC 今庄ｽﾎﾟ少 ミナミラボ 2-6

佐藤　元希 坂本　大樹 小島　亮太
春江ｽﾎﾟ少 武生南ｽﾎﾟ少 朝日ｽﾎﾟ少 4-2

山田　泰志 伊部　泰輔 田中　航平
金津ｽﾎﾟ少 織田ｽﾎﾟ少 今庄ｽﾎﾟ少 2-7

由水　大雅 相馬　　蓮 榮　　晃矢
丸岡JSC 卓愛ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 美山ｽﾎﾟ少
藤田　一平 中野　友嗣 大島　北斗 3-4

円山ｽﾎﾟ少 若狭TTC 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 1-5

関　翔 高橋　竣汰 西川　享宏
金津ｽﾎﾟ少 鯖江王山 森田ｼﾞｭﾆｱｸ 2-8

富田　真央 竹内　勇樹 柳瀬　幹太
フェニックス 東藤島ｽﾎﾟ少 大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 6-1

丸子　成 下嶋　爽詩 黒味　広豊
金津ｽﾎﾟ少 若狭TTC 江守の里 2-9

山田　克樹 海崎　泰世 小刀祢　優光
春江ｽﾎﾟ少 円山ｽﾎﾟ少 武生南ｽﾎﾟ少 1-6

中山　友博 山岸　渉 小場　史也 3-5

丸岡JSC 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 森田ｼﾞｭﾆｱｸ
出蔵　竜也 土田　　学 丸子　未央
美山ｽﾎﾟ少 卓愛ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 金津ｽﾎﾟ少 2-10

栁本　雅也 上山　健斗 山本　俊二
ミナミラボ 今庄ｽﾎﾟ少 大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 4-3

戸田　真人 木倉　康貴 廣田　竜大
糸生ｽﾎﾟ少 織田ｽﾎﾟ少 森田ｼﾞｭﾆｱｸ 2-11

片矢　剛士 榎波　将司 天井　琢志
円山ｽﾎﾟ少 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 三国ｽﾏｲﾙ
宮谷　和樹 宇野　陽太郎 小林　達尚 3-6

丸岡JSC 美山ｽﾎﾟ少 円山ｽﾎﾟ少 1-7

山本　恭輔 木戸　貞夫 内田　智也
若狭TTC 金津ｽﾎﾟ少 フェニックス 2-12

千葉　悠平 末永　大和 岩川　彰宏
フェニックス 応行寺卓球 今庄ｽﾎﾟ少
遠藤　竜馬 久守　大地 馬道　快樹 5-2

フェニックス ミナミラボ 大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 2-13

清水　大樹 村山　公介 五十嵐　涼
東藤島ｽﾎﾟ少 丸岡JSC 円山ｽﾎﾟ少 1-8

廣田　貴一 中島　晃生 伊藤　大成
森田ｼﾞｭﾆｱｸ 鯖江王山 美山ｽﾎﾟ少 3-7

森瀬　慎也 田中　翔 吉田　耀
清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 今庄ｽﾎﾟ少 若狭TTC 1-9

河上　主弥 田辺　俊樹 恩地　哲輝
江守の里 フェニックス 卓愛ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 2-14

三橋　泰平 村上　拓未 大谷　祐貴
大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 鯖江王山 三国卓球ｸﾗﾌﾞ 4-4

大野　侑哉 林　真司 小田　将之
東藤島ｽﾎﾟ少 ミナミラボ 美山ｽﾎﾟ少 2-15

加藤　司 片矢　理人 堤　友希
金津ｽﾎﾟ少 円山ｽﾎﾟ少 朝日ｽﾎﾟ少
木内　一希 中村　一貴 小寺　正悟 3-8

三国ｽﾏｲﾙ 若狭TTC 森田ｼﾞｭﾆｱｸ 1-10

清水　友杜 窪田　魁斗 寺岡　盛
フェニックス 円山ｽﾎﾟ少 武生南ｽﾎﾟ少 2-16

丸子　翔也 山本　一樹 辻　恵太
金津ｽﾎﾟ少 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 丸岡JSC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



平成19年度福井市卓球選手権大会

平成２０年２月２日

福井市体育館

小学生女子

奥山　麗華 下嶋　亜美 浅田　和香菜 南口　菜々
SuZuRaNｼﾞｭﾆｱ 若狭TTC フェニックス 三国ｽﾏｲﾙ 2-1

伊藤　朋美 斉藤　玲奈 山内　咲穂
金津ｽﾎﾟ少 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 今庄ｽﾎﾟ少 1-1

渡辺　真子 大久保　澪 山本　絵里奈 3-1

若狭TTC 森田ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 江守の里
山田　佳奈 広部　綾乃 橋本　優香
美山ｽﾎﾟ少 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 糸生ｽﾎﾟ少 2-2

中村　高子 中村　季歩 西川　実花
大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 鯖江王山 円山ｽﾎﾟ少 4-1

石田　千尋 新川　いずみ 田島　有梨
織田ｽﾎﾟ少 三国卓球ｸﾗﾌﾞ 鯖江王山 2-3

広部　ゆめ 中村　智華 村中　杏
清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 今庄ｽﾎﾟ少 春江ｽﾎﾟ少 1-2

伊須田　泉 西尾　遙奈 藤田　里佳子
若狭TTC 大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 江守の里 3-2

野村　若葉 斉藤　友美 本多　優香
糸生ｽﾎﾟ少 美山ｽﾎﾟ少 三国ｽﾏｲﾙ 1-3

藤田　瑞姫 田中　英子 山神　憂樺
ミナミラボ 江守の里 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 2-4

朝倉　千尋 南部　あゆむ 村山　加那子 5-1

フェニックス 東藤島ｽﾎﾟ少 丸岡JSC
上野　大弥 河元　彩華 宮脇　理沙
春江ｽﾎﾟ少 丸岡JSC 若狭TTC 2-5

河上　明香里 鹿島　ひかり 山神　藍奈
江守の里 三国ｽﾏｲﾙ 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 1-4

大野　遥香 上坂　ひなた 柳瀬　萌々香 3-3

東藤島ｽﾎﾟ少 織田ｽﾎﾟ少 大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ
西　紫苑 吉田　桃菜 荻野　歩
金津ｽﾎﾟ少 鯖江王山 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 2-6

野村　珠久 今立　弘栄 田中　海香子
糸生ｽﾎﾟ少 今庄ｽﾎﾟ少 三国ｽﾏｲﾙ 4-2

伊藤　記子 長谷川　晴加 佐藤　菜月
丸岡JSC 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 春江ｽﾎﾟ少 2-7

浜本　愛 林田　萌々香 塚本　寿々花
若狭TTC 金津ｽﾎﾟ少 朝日ｽﾎﾟ少
塚谷　優佳 池川　紗帆 河村　桃 3-4

卓愛ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 今庄ｽﾎﾟ少 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 1-5

木内　愛実 森下　美優 浅田　沙耶華
三国ｽﾏｲﾙ 江守の里 フェニックス 2-8

武永　芙侑香 小寺　祐衣 小田　恭子 6-1

武生南ｽﾎﾟ少 森田ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 美山ｽﾎﾟ少
遠藤　育海 岩佐　綾花 勝見　紗帆
フェニックス 美山ｽﾎﾟ少 若狭TTC 2-9

南口　梨花 梅田　彩子 黒味　千夏
三国ｽﾏｲﾙ 卓愛ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 江守の里 1-6

高宮　沙也加 斉藤　弥生 護城　菜月 3-5

金津ｽﾎﾟ少 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 殿下小
高原　亜由美 長谷川　綾香 林　加純
東藤島ｽﾎﾟ少 春江ｽﾎﾟ少 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 2-10

大澤　京香 笠松　彩夏 堤　皐希
ミナミラボ 鯖江王山 朝日ｽﾎﾟ少 4-3

東山　みのり 林　真子 冨澤　芹
春江ｽﾎﾟ少 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 鯖江王山 2-11

谷川　知花 東　純女 野村　海月
織田ｽﾎﾟ少 若狭TTC 糸生ｽﾎﾟ少
出蔵　こずえ 佐野　こころ 斉藤　理沙 3-6

美山ｽﾎﾟ少 三国ｽﾏｲﾙ 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 1-7

新川　光 西田　光希 田嶋　留菜
三国卓球ｸﾗﾌﾞ 丸岡JSC 江守の里 2-12

山腰　睦美 久保　栞 三田村　奈苗
大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 金津ｽﾎﾟ少 今庄ｽﾎﾟ少 5-2

内田　有美 松陰　友美 福井　彩季
フェニックス 森田ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 若狭TTC 2-13

一色　紀乃 上山　美峰 渡辺　里緒
武生南ｽﾎﾟ少 今庄ｽﾎﾟ少 江守の里 1-8

斉藤　優衣 新屋　美沙紀 高田　和佳菜 3-7

清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 三国ｽﾏｲﾙ 応行寺卓球
細川　星七 青山　諄美 吉田　美央
江守の里 金津ｽﾎﾟ少 鯖江王山 2-14

今村　明日香 林　千智 玉村　聡菜
丸岡JSC 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 円山ｽﾎﾟ少 4-4

長谷川　未佳 土本　日奈子 三上　佳那
三国ｽﾏｲﾙ 大野ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 2-15

宮本　知世 東　新菜 清水　佐貴穂
美山ｽﾎﾟ少 春江ｽﾎﾟ少 ミナミラボ
橋本　みゆき 勝木　麻紀子 酒井　唯奈 3-8

若狭TTC 清水ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ 丸岡JSC 1-9

山本　笙子 上田　佳枝 木倉　ちひろ
鯖江王山 江守の里 織田ｽﾎﾟ少 2-16

桑原　寿々奈 中村　絵里 山﨑　文乃 井上　佳南
糸生ｽﾎﾟ少 今庄ｽﾎﾟ少 フェニックス 美山ｽﾎﾟ少
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平成２０年度福井市卓球選手権大会

平成２０年２月２日

福井市営体育館

中学生男子　その１

吉村　光生 前田  有祐 村崎　隼梧
フェニックス 藤島中学校 明倫中学校 2-1

石田　拓朗 水嶋　昇平 宇野　雅貴
進明中学校 織田中学校 万葉中学校 1-1

前田　拓哉 町井　勇紀 吉田　悟志 3-1

成和中学校 森田中学校 武生三中
松原　翔平 西端　駿 中川　顕哲
光陽中学校 春江中学校 美山中学校 2-2

鈴木　健吾 西村　碩教 野路　淳史
殿下中学校 足羽中学校 至民中学校 4-1

玉川　徹 笠川  智史 山口滉太朗
万葉中学校 藤島中学校 美山中学校 2-3

水野　裕一 木村　祐輝 尾崎　拓夢
成和中学校 殿下中学校 武生三中 1-2

内田　祐介 坪内　敬太 林　弘太
足羽一中 進明中学校 織田中学校 3-2

齊藤　義規 原田　和志 飯田　裕之
成和中学校 春江中学校 万葉中学校 1-3

松島　佑太 小寺　真史 齋藤　聖
足羽一中 中央中学校 武生三中 2-4

高原　俊幸 青山　雄星 森田浩一郎 5-1

大東中学校 明倫中学校 武生二中
石倉　健大 三浦  洋弥 高畠　涼太
美山中学校 藤島中学校 灯明寺中学校 2-5

三田村椋汰 高橋　隆造 今川　翔太
武生三中 織田中学校 進明中学校 1-4

高尾　北斗 栗田　和也 森本　将司 3-3

万葉中学校 成和中学校 中央中学校
廣瀬　稜真 鈴木　雄大 植田　達也
足羽中学校 成和中学校 大東中学校 2-6

鎌田万太郎 山田　啓祐 松崎　達郎
清水中学校 フェニックス 武生二中 4-2

本間　貴人 三上　元 秋山　貴志
藤島中学校 明倫中学校 春江中学校 2-7

山下　拓耶 横山　智洋 松本　健吾
武生二中 光陽中学校 成和中学校
梅田　翔太 吉田　隼 塚﨑知比古 3-4

万葉中学校 成和中学校 足羽中学校 1-5

田邉　裕貴 大崎　貴志 德永　祐也
武生三中 足羽一中 鯖江中学校 2-8

宇随　弘人 渡辺　真輔 宮本　桂輔
卓愛レジェンド 織田中学校 美山中学校 6-1

松川　昌生 森口　周平 田中　寛人
美山中学校 春江中学校 清水中学校 2-9

土本　晋平 越川　大地 南部　博
武生三中 光陽中学校 進明中学校 1-6

古市　達章 林　信吾 福嶋　亮太 3-5

成和中学校 織田中学校 万葉中学校
梅澤　慎 中村　健仁 髙瀬　優治
藤島中学校 灯明寺中学校 足羽一中 2-10

伊藤　敬亮 佐野　克幸 笹嶋　隆志
足羽中学校 武生二中 大東中学校 4-3

山口　潤 三崎　郁弥 麻王　佑哉
武生三中 明倫中学校 春江中学校 2-11

河端　秀平 押川  純也 町井　駿亮
万葉中学校 藤島中学校 森田中学校 1-7

前田　幹太 林　黎明 吉田　慎弥
武生二中 成和中学校 進明中学校 3-6

奥田　泰知 吉川　遼 堂國　友史
織田中学校 足羽一中 万葉中学校 1-8

佐藤　久朗 戸田　泰智 高見　昌弘
武生三中 清水中学校 進明中学校 2-12

丹羽　慶太 山田　啓介 森本　諒平
中央中学校 灯明寺中学校 足羽中学校 5-2

大関　一毅 戸田　友和 毛利  将大
大東中学校 清水中学校 藤島中学校 2-13

鳥居　達也 兼井　健好 守長　晃希
万葉中学校 光陽中学校 進明中学校 1-9

堀江　遼一 青木謙之介 林　拓磨
足羽中学校 足羽一中 武生三中 3-7

徳田　博行 三澤　明寛 加納　亮
万葉中学校 進明中学校 春江中学校 1-10

加藤　雅樹 井上　充 宇野　尚幸
武生三中 美山中学校 足羽一中 2-14

宮下　竜一 中尾　文哉 上平　裕太
武生二中 中央中学校 織田中学校 4-4

中村　知樹 合川　蒼馬 新河戸育也
成和中学校 明倫中学校 藤島中学校 2-15

和田　俊明 島崎　公樹 青山　泰彰
至民中学校 足羽中学校 灯明寺中学校
高道　昌也 山下　武尊 清水　遼 3-8

春江中学校 足羽一中 万葉中学校 1-11

黒川　大志 藤井　康介 山田　光輝 7-1

進明中学校 清水中学校 武生三中 2-16

徳島　剛 林　佑治 土本　一喜
金津中学校 織田中学校 大野クラブJr

中学生男子決勝
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中学生男子　その２

佐々木周那 青木　直通 山口　成海
フェニックス 明倫中学校 足羽中学校 2-17

玉村　慎 山内　貴仁 明石　真仁
進明中学校 武生三中 大東中学校 1-12

田中　弘泰 石塚　大夢 長谷川智一 3-9

足羽一中 藤島中学校 万葉中学校
山田　陸広 原　悠太 廣部　邦彦
中央中学校 武生二中 清水中学校 2-18

内田　有哉 宮川　昌大 田中慎一朗
足羽一中 春江中学校 鯖江中学校 4-5

水嶋　亨 三谷　優平 澤　弘泰
春江中学校 灯明寺中学校 織田中学校 2-19

上木　諒一 前田　昌彦 坪川　大地
武生三中 足羽一中 足羽中学校 1-13

清水　純 山岸　拓哉 竹内　啓人
成和中学校 至民中学校 万葉中学校 3-10

堀口　智浩 早瀬　史登 中村  友哉
武生三中 成和中学校 藤島中学校 1-14

勝木　文雅 山岸　卓矢 齊藤　克己
足羽一中 美山中学校 進明中学校 2-20

山﨑　魁 嶋田　隆晃 月田　幸佑
万葉中学校 明倫中学校 光陽中学校 5-3

林　大智 谷口　修平 植本　健也
中央中学校 藤島中学校 明倫中学校 2-21

井藤　都弥 前田　裕貴 北野　嘉孝
武生三中 光陽中学校 成和中学校 1-15

玉木　崇 宮川　史苑 井向　日向
足羽中学校 万葉中学校 進明中学校 3-11

水口　航 野川　秀司 坂井　直
進明中学校 万葉中学校 清水中学校 1-16

上野　仁士 田中健太郎 川上　優樹
成和中学校 春江中学校 武生三中 2-22

由水　大夢 林　卓哉 徳田　晴文
丸岡ＪＳＣ 武生二中 森田中学校 4-6

森　大基 草譯　悠人 石橋　翔
明倫中学校 大東中学校 織田中学校 2-23

伊藤　裕也 藤岡　拓也 今藤　隼希
足羽中学校 美山中学校 足羽一中
向井　涼 加藤　裕章 寺岡　隆 3-12

藤島中学校 万葉中学校 武生二中 1-17

川崎　創史 谷川　正浩 浜口　修矢
武生三中 進明中学校 灯明寺中学校 2-24

久住　慧 木村　知樹 奥田　貴大
金津中学校 殿下中学校 春江中学校 6-2

三橋　航平 村井　祐太 前田　奨
大野クラブJr 春江中学校 灯明寺中学校 2-25

白澤　諒平 山口　翔也 加登洋太郎
進明中学校 足羽中学校 武生三中 1-18

森瀬　弘基 森川湖太郎 柿谷　俊之 3-13

清水中学校 成和中学校 万葉中学校
山田　祐揮 髙村　晃洋 諏訪　一樹
美山中学校 藤島中学校 足羽一中 2-26

井上　智寛 新宮　悠輔 武市健太朗
鯖江中学校 明倫中学校 中央中学校 4-7

水谷　竜太 清水  隆史 岩佐健太郎
織田中学校 藤島中学校 美山中学校 2-27

大坂　翼 田中貴日路 清水　貴弘
灯明寺中学校 万葉中学校 進明中学校 1-19

小柳　有矢 中村　祐輔 水上　拓也
武生三中 武生二中 成和中学校 3-14

馬淵　俊秀 太田　聖二 谷口　直登
足羽中学校 成和中学校 万葉中学校 1-20

笹山　蓮 長谷川巧樹 廣部　崚馬
進明中学校 足羽一中 清水中学校 2-28

嵯峨　寛彬 西島　康弘 石脇　諒大
金津中学校 明倫中学校 大東中学校 5-4

竹嶋　祐希 寺崎　竜生 松永　良一
フェニックス 明倫中学校 春江中学校 2-29

渡辺　彬人 中嶋　拓人 武藤　顕紀
織田中学校 武生三中 進明中学校 1-21

山口　峻司 坂井　琢真 清水　拓斗
足羽一中 灯明寺中学校 万葉中学校 3-15

佐飛　辰弥 田中　佑弥 岩本　卓也
万葉中学校 武生二中 成和中学校 1-22

武田　光 広瀬　仁希 金森　宝耀
足羽一中 武生三中 美山中学校 2-30

湯口　弘樹 加藤　祥 山田　明志
進明中学校 藤島中学校 至民中学校 4-8

牧野　圭佑 木田　成栄 伊藤　丈裕
灯明寺中学校 春江中学校 美山中学校 2-31

千田　英一 舟澤　惇司 北野　絢一
森田中学校 大東中学校 織田中学校
山田　弘樹 斉藤　稔真 地村　匠 3-16

武生三中 清水中学校 進明中学校 1-23

荒川　孝大 谷口　孝寛 島田　翔平
足羽一中 万葉中学校 足羽中学校 2-32

斉藤　稜馬 竹内　忠熙 池戸　一裕
卓愛レジェンド 武生二中 中央中学校
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中学生女子

芦原　真由 平田　有未 坂本　凪紗
フェニックス 春江中学校 金津中学校 2-1

堂下　晴加 竹内　聖佳 松浦　友恵
大東中学校 清水中学校 春江中学校 1-1

吉田　萌果 高原佳奈恵 高畠　美里 3-1

武生三中 卓愛レジェンド 足羽中学校
荻野　響流 松田　優衣 西坂　朋美
応行寺 春江中学校 殿下中学校 2-2

大澤奈津美 山岸　桃子 柳瀬麻由香 4-1

ミナミラボ 春江中学校 大野クラブJr
徳島　千明 宮郷　萌 河上和香奈
金津中学校 春江中学校 至民中学校 2-3

片矢　朋子 南川　美月 長谷川笑璃
大東中学校 フェニックス 春江中学校 3-2

西　良恵 道岸　稚奈 田中　南
大野クラブJr 春江中学校 武生三中 2-4

澤田あすか 奥村　聡実 朝倉　由貴 5-1

ミナミラボ 足羽中学校 清水中学校
遠藤　飛鳥 渡辺　朱音 立松　佐季
フェニックス 清水中学校 春江中学校 2-5

伊藤　真優 森田　未来 市橋絵理華
春江中学校 大東中学校 足羽中学校 3-3

山崎　美穂 長谷川　舞 小林　佑紀
足羽中学校 金津中学校 春江中学校 2-6

平林　奈菜 藤野莉夏子 村上　葵
武生三中 大東中学校 春江中学校 4-2

前田　実紀 小林　咲絵 吉村　奈菜
大東中学校 春江中学校 至民中学校 2-7

豊岡美紀子 塚﨑　暖佳 二ッ矢優実
春江中学校 武生三中 足羽中学校 3-4

田中　佑奈 松本　茉優 坪田　里穂
足羽中学校 卓愛レジェンド 春江中学校 2-8

栁本英里佳 北川　夏瑞 望月佳乃子
武生三中 殿下中学校 春江中学校 6-1

木村　汐里 矢部　成美 吉田明日菜
ミナミラボ 足羽中学校 大東中学校 2-9

中山　愛理 坪田　美果 山本　瞳
丸岡ＪＳＣ 春江中学校 大野クラブJr 1-2

尾上　智美 澤﨑　麻裕 竹内　里美 3-5

足羽中学校 武生三中 フェニックス
滝波　  優 橋詰　唯 寺嶋　亜衣
卓愛レジェンド 足羽中学校 春江中学校 2-10

榎波　佑華 奥田　朱音 堀江千菜美 4-3

清水中学校 殿下中学校 春江中学校
鈴木　真理 平井　沙織 小林　ゆい
武生三中 春江中学校 足羽中学校 2-11

笠松　未来 宮本　季実 太田　楓
東陽中学校 武生三中 春江中学校 3-6

小宮谷　萌 高橋　奈々 竹澤　有美
春江中学校 金津中学校 大東中学校 2-12

明珍　香澄 中出穂乃香 酒井　愛里
フェニックス 春江中学校 清水中学校 5-2

滝波　　黛 大久保千愛 名田　早織
卓愛レジェンド 武生三中 春江中学校 2-13

小川　倫加 村中　茜 牧野　紗季
殿下中学校 春江中学校 大東中学校 3-7

坪田　小菊 岡島　花純 松崎　美夏
至民中学校 足羽中学校 春江中学校 2-14

坂本　佳奈 多田　雅子 榎波　静香
金津中学校 春江中学校 清水中学校
竹川　朱音 小林　実愉 清水みちる 4-4

金津スポ少 春江中学校 足羽中学校 2-15

酒井香菜子 古井沙也佳 柳田芳乃香
大野クラブJr 大東中学校 春江中学校
高田　千種 唐崎　帆加 西川　佳奈 3-8

応行寺 春江中学校 大東中学校 1-3

吉田　有那 田中　詩織 一ツ矢結子
足羽中学校 武生三中 春江中学校 2-16

口田　実奈 松永　亜弓 酒井　愛実
フェニックス 春江中学校 清水中学校
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