
女子1日目　Dブロック対職裁　　　　　　量嶋：盲■札小事故体雷曽

D ブ ロ ッ ク � �川－ムカ、んス �雷野 �館林壌漕 ��得失点量 �1位 mIムカ●－んス● �だ苦岩黙雷三戸守㌍ �8－2 �8－dl �� � 

霊野 �8「2 �‾蔀等率拳幕襲 ≡翳照等司祭翠雲 �8－8 �� � 

館林墟沼 �Bql �帥 �一裏整譲室 �璧 � � さ二三二二千〕て滞 萎辞肇 �九一七二 

8コ一日℃・●蠣銅　□…¢ブロック駄合　口…Dブロック紘倉

NO �鴎間 �対義 �TO・得点 �雷判 

1 �8：●5 �女過　　　　つ　　　シリウス �輌沼 �霊野 

讐♯♯沼 

2 �10：45 �川一山瑚i　已　　　　霊野 �シリウス �女湯 
‾シリウス 

3 �＝：45 �女為　　　　　　　　　手川中央 �草野 �ドリ「旭’一九r 

草野 

お1休憩（12時45分一柑晴15分） 

4 �13：15‾ �Iu・・ム曇■十は●　　　亡　　　■棚 �女濃 �女港 

豪州中央 

5 �14：15 �シリウス　　　　　　　嚢川中央 �I●リーム1－■入● �I勺一ムカ’－■ス● 

槻詔 

8 �1訣t5　－ �霊野　　　　　　　　　曽棚 �峯川中央 �集川中央 

シリウス 

チーム名 ��事野ミニ∧●ス外1－んス木」ッ少年団 

藍雷名 ��諷藤　勇治 �引率責任書名 �濃濃　泉 

コーチ名 ��鈴木　泰々 �Aコーチ名 � 

マネージャー名 ��遺藤利恵 �帯同審判名 �彊藤　勇治 

雷番号 �遭手　名 ��学　年 ��身　長 

4 �竹内　歩 ��6年 ��15tI 

5 �若松亜耶 ��6年 ��140 

6 � �� �� 

7 �濃遺業羽 ��6年 ��158 

8 �永井織佳 ��6年 ��140 

9 �薄井　愛染 ��6年 ��153 

10 � �� �� 

11 �伊藤　有美 ��6年 ��148 

12 �一　書田百花 ��5年 ��141 

13 �林　小夏 ��5年 ��138 

14 �金子　葉月 ��4年 ��142 

15 �根本鶏糞 ��4年 ��125 

16 �坂本　さくら ��4年 ��144 

17 �遺議場畢 ��3年 ��136 

18 �坂本　養羽 ��3年 ��123 

（大金への抱負I優鼻声指し、チーム一丸となって頑覆ります！ 

チーム名 ��ドリームガールズ 

監曹名 ��近藤　敬 �引率責任署名 �富漬霊江 

コーチ名 ��佐藤　ヰ �Aコ■－チ名 �戸薄　利蕎 

マネージャ一名 ��青濱霊江 �帯同審判名 �戸薄　利詭 

曽薔号 �選　手　名 ��学　年 ��身長 

4 �古漬　暮 ��8 ��142 

5 �大貫優泰 ��＄ ��158 

6 �土星ひなた ��6 ��151 

7 �盲田鶴葉書 ��6 ��160 

8 �幸保瑠甫 ��6 ��143 

9 �大塚壕稀 ��5 ��128 

10 �稽田　一花 ��5 ��128 

11 �川田　荊乃 ��5 ��135 

12 �曇久保百花 ��5 ��150 

13 �小林　輿月 ��5 ��151 

14 �解良紗那 ��5 ��188 

15 �石崎伯彙 ��5 ��140 

18 �開口　花梨 ��5 ��150 

17 �松清　華鈴 ��4 ��142 

18 �鹸沢貴子 ��5 ��150 

貴書たちが靂樽した全円大食出■に少しでも屯づけるようr魂の守鼓の敵j春台 l大食への抱徽I雷艶こがんばっています．まだまだ地上のチームです飢1も1触り強く鴨 

い．28■】でたくさんのことを亨んでいきたいと患っています。 

チ一・ム名 ��館林城沼ミニバス 

監雷名 ��野木村亡 �引皐責任書名 �島田　亜由集 

コーチ名 �� �Aコ一・チ名 �島田　鉄也 

マネージャー名 ��島田　亜由美 �薔同審判名 �島田　鉄也 

サ番号 �遭　手　名 ��学　年 ��身　長 

4 �島田　事々音 ��6 ��159 

5 �松本　静流 ��6 ��142 

6 �増田　先帝 ��6 ��143 

7 �芳井　萌衣 ��6 ��157 

8 �根嬢文子 ��6 ��相3 

9 �古瀬七海 ��6 ��156 

10 �戸部葵 ��6 ��131 

11 �大山　凛夏 ��6 ��148 

12 �遠山　芽依 ��＄ ��139 

13 �木暮　島名 ��5 ��148 

14 �大山　遼響 ��3 ��129 

15 �薦眉目唯愛 ��5 ��146 

18 �川村　心花 ��5 ��136 

17 �田沼　瑠々花 ��○ ��148 

18 �柴田　真義集 ��4 ��125 

快食への触〉豊許諾だ綬紺じて優舶乱て全力で職推す。 


