
女子1日日　¢ブロック対戦義　　　　　食傷＝盲■牧小事故傭雷館

0 ブ ロ ッ ク � �女池 �シリウス ��婁川中央 �得失貞義 �蠣位 女鳥 �議童妻妾無妻妾三 襲箋褒養去 声葦葦希秦 塑議連哀義 �8－1 ��8－3 � � 

シリウス �8－1 � �一■仰 �8－8 � � 

W十 � 

頚警護華繋ぎ 

豊川中央 �8－8 �8－5 ��毀誉認諾篭 � � 

8コト㈹・●蠣｛　ロ…6ブロック甑合　u…Dブロック駄合

NO �鴫間 �対せ �TO・得点 �響蠣 

1 �畿45 �女豊　　　　丘　　　シリウス �…沼 �雷野 

■榊譜 

2 �1血45 �rh山●ヰ■ス●‾　　三　　　尊鱒‾ �シリウス �女免 

シリウス 

3 �11：45 �女赴　　　　　　　　　蓑川中央 �事野 �rtトムカーー■ス● 

霊野 

お昼体■（12鴫偵分一柑鴫15分） 

4 �13：15 �l●tトムカ、■ス○　　　曇　　　削繊漕 �女濃 �女漁 

濃川中央 

6 �14：15 �シリウス　　　…　　　凱l仲央 �Ⅲ－ムr－んr �ド棚」■ス● 

傷♯せ層 

¢ �l敦椅 �霊野　　　　　　　　鵬 �壷川中央 �シリウス 

豪州中央 

チーム名 ��沼田シリウスく女手） 

鑑雷名 ��丸山　廣司 �引率責任書名 �木村理恵 

コーチ名 ��三浦　利夫 �Aコーチ名 �岡村　和幸 

マネ■－ジャー名 ��星野鳥 �帯同審判名 �新宮大輔 

書番号 �選　手　名 ��学　年 ��身　長 

4 �木村ひまり ��6年 ��180Gnn 

5 �根岸瑠可 ��6年 ��150〇m 

6 �新宮　もも ��6年 ��1606m 

7 �鶴渕　ゆかり ��5年 ��150〇m 

8 �星野香美 ��6年 ��1346m 

○ �竹内　由佳 ��6年 ��1556m 

10 �田村　書義 ��6年 ��1376m 

11 �和田　某々美 ��5年 ��147cm 

12 �一　綿貫彩良 ��5年 ��1430m 

13 �倉膚目梨央 ��5年 ��1386m 

14 �小川　轄 ��5年 ��1356m 

15 �星野　妃爾 ��5年 ��1340m 

16 �鈴木　鷺乙菜 ��4年 ��137〇m 

17 � �� �� 

18 � �� �� 

他職再㍗ション′玖ケットで鯵糖摘し軋よろしく細いしま 

チーム名 ��女池グローリーガールズ 

監督名 ��矢澤＝暁洋 �引率責任書名 �渡辺有友子 

コーチ名 ��矢澤嗅洋 �Aコーチ名 �伊比慮明 

マネージャー名 ��渡辺肴友子 �蕎同書羽毛 �渡辺　良雄 

甘薯号 �選　手　名 ��掌　年 ��身長 

4 �矢霜　里咲 ��6 ��148 

5 �濃辺神女 ��6 ��150 

6 �大磯夢望 ��6 ��148 

7 �中濃美月 ��6 ��152 

8 �皆川　歩集 ��6 ��149 

9 �薔棚咲機 ��5 ��145 

10 �鈴木　麻失 ��5 ��1亜 

11 �山田　秀 ��5 ��132 

12 �濃辺　抽 ��5、 ��141 

柑 �川上　乃愛 ��＄ ��138 

14 �南淡美月 ��5 ��143 

15 �渡辺咲畢 ��5 ��138 

18 �若月　七澹 ��5 ��139 

17 �長谷部　玲 ��5 ��150 

18 �慮　綾乃 ��5 ��145 

雷山祐里 ��5 ��142 

吉村　巷 ��4 ��143 

はかの別け霊悪評めずに・練乳たこと劃試合に出せるように爛‾杯頑 

チーム名 ��割り中央ミニバスケットポール（女子） 

監督名 ��小林史撞 �引率責任書名 �岡田友理 

コーチ名 ��小林由利子 �Aコーチ名 �鳥羽響騰 

マネージャー名 ��岡田友理 �蕎同書判名 �小林英之 

青書専 �遭　手　名 ��攣　年 ��身　長 

4 �北平佳奈 ��6 ��145 

5 �岡田l轟音 ��6 ��148 

6 � �鳥羽＝許否 �6 ��150 

7 �鳥羽　愛製 ��6 ��148 

8 �鈴木　伶青 ��8 ��1側 

ウ �今野有彩 ��6 ��152 

10 �高野美咲 ��5 ��134 

11 �小林可奈 ��5 ��138 

12 �蛙名　車奈 ��5 ��1封 

13 �小林乳臭 ��5 ��130 

14 �荒巻呼好手 ��5 ��138 

15 �平　ひなた ��5 ��138 

18 �幕末彩無 ��4 ��134 

17 �栗原睦稀　‾ ��4 ��140 

18 �臼井歩乃佳 ��4 ��141 

快食への触，茶話琵学芸盈諾してJFを出し合いながら・1人1人 


