
予選　Ａリーグ
チーム名 ピース ピンクル・ルビー ＳＨＦ 待たせてごめんね 勝敗 セット取得率 ゲーム取得率 順位
ピース ２－１ ２－０ ０－２ 2勝1敗 ２

ピンクル・ルビー １－２ ２－０ ０－２ 1勝2敗 ３
ＳＨＦ2 ０－２ ０－２ ０－２ 3敗 ４

待たせてごめんね ２－０ ２－０ ２－０ 3勝 １

対戦結果

ピース ２－１ ピンクル・ルビー ＳＨＦ2 ０－２ 待たせてごめんね

齋藤　裕子 森下　政江 福原真理子 板宮　純子
高橋　直子 名達　磯子 藤原　祐子 菊池　亜紀

小石美佐子 小原利美子 佐藤ナミ子 熊谷　茉央
中野里圭子 齋藤　彩羽 冷清水智子 堀切眞貴子

中野里圭子 小原利美子
高橋　直子 名達　磯子

ピース ２－０ ＳＨＦ2 ピンクル・ルビー ０－２ 待たせてごめんね

小石美佐子 福原真理子 森下　政江 堀切眞貴子
高橋　直子 藤原　祐子 名達　磯子 菊池　亜紀

中野里圭子 佐藤ナミ子 小原利美子 熊谷　茉央
齋藤　裕子 冷清水智子 齋藤　彩羽 板宮　純子

ピース ０－２ 待たせてごめんね ピンクル・ルビー ２－０ ＳＨＦ2

小石美佐子 堀切眞貴子 小原利美子 福原真理子
中野里圭子 板宮　純子 齋藤　彩羽 藤原　祐子

高橋　直子 熊谷　茉央 森下　政江 佐藤ナミ子
齋藤　裕子 菊池　亜紀 名達　磯子 冷清水智子

予選　Ｂリーグ
チーム名 Ｆ－４ ＮＯＫＫオン♪ ミシュランくん Ｏ３Ｔ１ 勝敗 セット取得率 ゲーム取得率 順位

Ｆ－４ ０－２ １－２ ０－２ 3敗 ４
ＮＯＫＫオン♪ ２－０ ２－０ ０－２ 2勝1敗 ２
ミシュランくん ２－１ ０－２ ０－２ 1勝2敗 ３
Ｏ３Ｔ１ ２－０ ２－０ ２－０ 3勝 １

対戦結果

Ｆ－４ ０－２ ＮＯＫＫオン♪ ミシュランくん ０－２ Ｏ３Ｔ１ 

林　晃子 中川　美幸 奥友由理子 高橋美佐子
高桑みなみ 木村　直子 伊藤　茂子 小野寺晶子

今　静子 葛巻津久見 鷹觜　昌子 小田島洋子
神田　アエ 小幡ゆう子 志田千栄子 大畑　京子

Ｆ－４ １－２ ミシュランくん ＮＯＫＫオン♪ ０－２ Ｏ３Ｔ１ 

林　晃子 奥友由理子 葛巻津久見 小野寺晶子
今　静子 伊藤　茂子 小幡ゆう子 高橋美佐子

神田　アエ 志田千栄子 中川　美幸 小田島洋子
高桑みなみ 鷹觜　昌子 木村　直子 大畑　京子

林　晃子 伊藤　茂子

高桑みなみ 志田千栄子

Ｆ－４ ０－２ Ｏ３Ｔ１ ＮＯＫＫオン♪ ２－０ ミシュランくん

林　晃子 小野寺晶子 葛巻津久見 志田　千栄子

今　静子 高橋美佐子 小幡ゆう子 伊藤　茂子

神田　アエ 小田島洋子 中川　美幸 奥友由理子
高桑みなみ 大畑　京子 木村　直子 鷹觜　昌子
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予選　Ｃリーグ
チーム名 す（まるす） ハニービーズ ペッパーズ 勝敗 セット取得率 ゲーム取得率 順位
す（まるす） ２－１ １－２ 1勝1敗 0.5135 ２
ハニービーズ １－２ ２－１ 1勝1敗 0.5526 １
ペッパーズ ２－１ １－２ 1勝1敗 0.4324 ３

対戦結果
す（まるす） ２－１ ハニービーズ ハニービーズ ２－１ ペッパーズ

島川　由貴 梨木みつ子 鳥居可奈江 吉田　京子
横田　純子 吉田　克恵 星川　紀子 吉田　真理

鈴木美喜江 鳥居可奈江 梨木みつ子 小田中美幸
田村　京子 星川　紀子 吉田　克恵 高橋　朋子

鈴木美喜江 梨木みつ子 鳥居可奈江 小田中美幸
横田　純子 鳥居可奈江 梨木みつ子 吉田　真理

す（まるす） １－２ ペッパーズ

島川　由貴 吉田　真理
田村　京子 高橋　朋子

鈴木美喜江 吉田　京子
横田　純子 小田中美幸

横田　純子 吉田　京子

島川　由貴 高橋　朋子

順位決定戦　1位リーグ
チーム名 待たせてごめんね Ｏ3Ｔ1 ハニービーズ 勝敗 セット取得率 ゲーム取得率 順位
待たせてごめんね ２－０ ２－０ 2勝 １

Ｏ3Ｔ1 ０－２ ２－１ 1勝1敗 ２
ハニービーズ ０－２ １－２ 2敗 ３

対戦結果
待たせてごめんね ２－０ Ｏ3Ｔ1 Ｏ3Ｔ1 ２－１ ハニービーズ

板宮　純子 高橋美佐子 小野寺晶子 鳥居可奈江
堀切眞貴子 小野寺晶子 高橋美佐子 星川　紀子

熊谷　茉央 小田島洋子 小田島洋子 吉田　克恵
菊池　亜紀 大畑　京子 大畑　京子 梨木　みつ子

高橋美佐子 鳥居可奈江
大畑　京子 梨木　みつ子

待たせてごめんね ２－０ ハニービーズ

熊谷　茉央 梨木みつ子
菊池　亜紀 吉田　克恵

板宮　純子 鳥居可奈江
堀切眞貴子 星川　紀子

順位決定戦　2位リーグ
チーム名 ピース ＮＯＫＫオン♪ す（まるす） 勝敗 セット取得率 ゲーム取得率 順位
ピース １－２ ２－０ 1勝1敗 １

ＮＯＫＫオン♪ ２－１ １－２ 1勝1敗 ３
す（まるす） ０－２ ２－１ 1勝1敗 ２

対戦結果
ピース １－２ ＮＯＫＫオン♪ ＮＯＫＫオン♪ １－２ す（まるす）

齋藤　裕子 中川　美幸 小幡ゆう子 鈴木美喜江
高橋　直子 木村　直子 葛巻津久見 横田　純子

小石美佐子 葛巻津久見 中川　美幸 島川　由貴
中野里圭子 小幡ゆう子 木村　直子 田村　京子

高橋　直子 木村　直子 小幡ゆう子 田村　京子
中野里圭子 小幡ゆう子 中川　美幸 鈴木美喜江

ピース ２－０ す（まるす）

高橋　直子 田村　京子
小石美佐子 鈴木美喜江

齋藤　裕子 島川　由貴
中野里圭子 横田　純子
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順位決定戦　3位4位トーナメント

対戦結果
１Ｒ ペッパーズ ２－１ ＳＨＦ2 ＳＦ ピンクル・ルビー ２－０ Ｆ－４

吉田　真理 福原真理子 森下　政江 神田　アエ
小田中美幸 藤原　祐子 名達　磯子 高桑みなみ

吉田　京子 佐藤ナミ子 小原利美子 林　晃子
高橋　朋子 冷清水智子 齋藤　彩羽 今　静子

吉田　京子 佐藤ナミ子
小田中美幸 福原真理子

ＳＦ ミシュランくん ０－２ ペッパーズ Ｆ ペッパーズ ２－１ ピンクル・ルビー

鷹觜　昌子 吉田　京子 吉田　京子 名達　磯子
志田千栄子 吉田　真理 小田中美幸 森下　政江

奥友由理子 高橋　朋子 高橋　朋子 齋藤　彩羽
伊藤　茂子 小田中美幸 吉田　真理 小原利美子

小田中　美幸 名達　磯子

吉田　真理 小原利美子

７　ペッパーズ
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ペッパーズ
１　ピンクル・ルビー ５　ミシュランくん
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