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烋成2ズ烝度　デ籗Kあさ㽷強化練習会参加チ籞筁一覧表

女

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

子

蒲町バ䅈禡穖トボ－䈎 岩本　多賀夫

茨城県

チ　　籞　　筁　　名県　　　名

佐藤　健夫

栃木県

宮城県

沼部　大志

新潟県 矢澤　暁洋

渡利筿ニバ䅈 阿部　千代

疢疰わ筿ニバ䅈 関旅　政志

米沢東部筿ニバ䅈

今二箐ビ穖穙

生田目　秀一

2ス日のみ参加

高木　信幸

渡邊　和恵

福島県

郡山西ファ䈎コン𥞩 永沼　喜久雄

ベン秖ャ筿ン籗禕箛フィ䅈

福島県

デ籗Kあさ㽷筿ニバ䅈

備　　考

間々田東Mッツ

女池禕ロ-箛-ガ-䈎𥞩

山形県

福島県

栃木県

虜殿筿ニバ䅈

日新筿ニバ䅈

福島県

福島県

茨城県 下妻Mッツ 塚越　進一郎

福島県 白河テヂピT

鵜沼　伸一

2ジ日のみ参加



間々田東間々田東間々田東間々田東

郡山西郡山西郡山西郡山西 －－－－ 疢疰わ疢疰わ疢疰わ疢疰わ

䑺コ籞ト䑺コ籞ト䑺コ籞ト䑺コ籞ト

ササササ 臤臬舢𦣝𦣝　～臤臬舢𦣝𦣝　～臤臬舢𦣝𦣝　～臤臬舢𦣝𦣝　～ 間々田東間々田東間々田東間々田東 －－－－ 疢疰わ疢疰わ疢疰わ疢疰わ 古殿古殿古殿古殿 今二今二今二今二

ゴゴゴゴ 臤臤舢𦣝𦣝　～臤臤舢𦣝𦣝　～臤臤舢𦣝𦣝　～臤臤舢𦣝𦣝　～ 古殿古殿古殿古殿 －－－－ 今二今二今二今二 郡山西郡山西郡山西郡山西

ココココ 臤𦣝舢𦣝𦣝　～臤𦣝舢𦣝𦣝　～臤𦣝舢𦣝𦣝　～臤𦣝舢𦣝𦣝　～

ザザザザ 臤臽舢𦣝𦣝　～臤臽舢𦣝𦣝　～臤臽舢𦣝𦣝　～臤臽舢𦣝𦣝　～

デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷臤臿舢𦣝𦣝　～臤臿舢𦣝𦣝　～臤臿舢𦣝𦣝　～臤臿舢𦣝𦣝　～

下妻下妻下妻下妻 米沢東部米沢東部米沢東部米沢東部

女池女池女池女池

埰埰埰埰

郡山西郡山西郡山西郡山西 －－－－ 間々田東間々田東間々田東間々田東 デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷

米沢東部米沢東部米沢東部米沢東部

古殿古殿古殿古殿

㙊㙊㙊㙊

古殿古殿古殿古殿

今二今二今二今二 －－－－ デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷 間々田東間々田東間々田東間々田東

埸埸埸埸 蒲町蒲町蒲町蒲町

ゲゲゲゲ 　舙舢𦣝𦣝　～　舙舢𦣝𦣝　～　舙舢𦣝𦣝　～　舙舢𦣝𦣝　～ デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷 －－－－ 古殿古殿古殿古殿 今二今二今二今二 郡山西郡山西郡山西郡山西

埽埽埽埽 白河テAピT白河テAピT白河テAピT白河テAピT 埞埞埞埞

日新日新日新日新 女池女池女池女池 下妻下妻下妻下妻 順　位順　位順　位順　位 Ｗ艜ブロックＷ艜ブロックＷ艜ブロックＷ艜ブロック 白河テAピT白河テAピT白河テAピT白河テAピT
蒲町蒲町蒲町蒲町

デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷

古殿古殿古殿古殿 今二今二今二今二

疢疰わ疢疰わ疢疰わ疢疰わ

シシシシ

Ｗ䑺ブロックＷ䑺ブロックＷ䑺ブロックＷ䑺ブロック デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷
古殿古殿古殿古殿 今二今二今二今二 Ｗ艗ブロックＷ艗ブロックＷ艗ブロックＷ艗ブロック順　位順　位順　位順　位

今二今二今二今二 疢疰わ疢疰わ疢疰わ疢疰わ

古殿古殿古殿古殿 㙊㙊㙊㙊 間々田東間々田東間々田東間々田東

デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷デ籗Kあさ㽷 埞埞埞埞 埻埻埻埻 郡山西郡山西郡山西郡山西

Aコ籞トAコ籞トAコ籞トAコ籞ト 試合時間試合時間試合時間試合時間 対　　　　　　戦対　　　　　　戦対　　　　　　戦対　　　　　　戦 TOTOTOTO 審　　　判審　　　判審　　　判審　　　判

－－－－ 女池女池女池女池

Aコ籞トAコ籞トAコ籞トAコ籞ト 試合時間試合時間試合時間試合時間 対　　　　　　戦対　　　　　　戦対　　　　　　戦対　　　　　　戦 TOTOTOTO 審　　　判審　　　判審　　　判審　　　判

ゲゲゲゲ 　舙舢𦣝𦣝　～　舙舢𦣝𦣝　～　舙舢𦣝𦣝　～　舙舢𦣝𦣝　～ 白河テAピT白河テAピT白河テAピT白河テAピT －－－－ 蒲町蒲町蒲町蒲町 米沢東部米沢東部米沢東部米沢東部 日新日新日新日新 女池女池女池女池

ザザザザ 臤臽舢𦣝𦣝　～臤臽舢𦣝𦣝　～臤臽舢𦣝𦣝　～臤臽舢𦣝𦣝　～ 米沢東部米沢東部米沢東部米沢東部 －－－－ 白河テAピT白河テAピT白河テAピT白河テAピT 蒲町蒲町蒲町蒲町 下妻下妻下妻下妻 女池女池女池女池

シシシシ 臤臿舢𦣝𦣝　～臤臿舢𦣝𦣝　～臤臿舢𦣝𦣝　～臤臿舢𦣝𦣝　～ 日新日新日新日新 －－－－ 下妻下妻下妻下妻 女池女池女池女池 米沢東部米沢東部米沢東部米沢東部 白河テAピT白河テAピT白河テAピT白河テAピT

－－－－ 下妻下妻下妻下妻 日新日新日新日新 蒲町蒲町蒲町蒲町

開会式籗昼食開会式籗昼食開会式籗昼食開会式籗昼食

ササササ 臤臬舢𦣝𦣝　～臤臬舢𦣝𦣝　～臤臬舢𦣝𦣝　～臤臬舢𦣝𦣝　～ 女池女池女池女池 米沢東部米沢東部米沢東部米沢東部

白河テAピT白河テAピT白河テAピT白河テAピT 白河テAピT白河テAピT白河テAピT白河テAピT 蒲町蒲町蒲町蒲町

ゴゴゴゴ 臤臤舢𦣝𦣝　～臤臤舢𦣝𦣝　～臤臤舢𦣝𦣝　～臤臤舢𦣝𦣝　～ 蒲町蒲町蒲町蒲町 －－－－ 米沢東部米沢東部米沢東部米沢東部 女池女池女池女池 日新日新日新日新 下妻下妻下妻下妻

ココココ 臤𦣝舢𦣝𦣝　～臤𦣝舢𦣝𦣝　～臤𦣝舢𦣝𦣝　～臤𦣝舢𦣝𦣝　～ 日新日新日新日新

順　位順　位順　位順　位

日新日新日新日新

順位順位順位順位Ｗ𦪌ブロックＷ𦪌ブロックＷ𦪌ブロックＷ𦪌ブロック

開会式籗昼食開会式籗昼食開会式籗昼食開会式籗昼食

烋成コ9烝度　デ籗Kあさ㽷強化練習会対戦表膅臤日目䐢烋成コ9烝度　デ籗Kあさ㽷強化練習会対戦表膅臤日目䐢烋成コ9烝度　デ籗Kあさ㽷強化練習会対戦表膅臤日目䐢烋成コ9烝度　デ籗Kあさ㽷強化練習会対戦表膅臤日目䐢

埸埸埸埸

埽埽埽埽埰埰埰埰

疢疰わ疢疰わ疢疰わ疢疰わ間々田東間々田東間々田東間々田東郡山西郡山西郡山西郡山西

艗コ籞ト艗コ籞ト艗コ籞ト艗コ籞ト

間々田東間々田東間々田東間々田東

郡山西郡山西郡山西郡山西 疢疰わ疢疰わ疢疰わ疢疰わ

埻埻埻埻



烋成コ9烝度　F籗Kあさか強化練習会対戦表膅女子𦣪日目䐢烋成コ9烝度　F籗Kあさか強化練習会対戦表膅女子𦣪日目䐢烋成コ9烝度　F籗Kあさか強化練習会対戦表膅女子𦣪日目䐢烋成コ9烝度　F籗Kあさか強化練習会対戦表膅女子𦣪日目䐢

ユラックス熱海ユラックス熱海ユラックス熱海ユラックス熱海 決勝ト籞ナメント決勝ト籞ナメント決勝ト籞ナメント決勝ト籞ナメント

臬決臬決臬決臬決

䑺-ジ

艗-ジ

䑺-サ 艗-サ

䑺-ゲ 艗-ゲ 䑺-コ 艗-コ

䑺-ザ ッ-ザ

Ｗ䑺臤 Ｗ艜𦣪 Ｗ𦪌𦣪 Ｗ艗臤 Ｗ𦪌臤 Ｗ艗𦣪 Ｗ䑺𦣪 Ｗ艜臤

審　　　判審　　　判審　　　判審　　　判

ゲゲゲゲ 　舙舢𦣝𦣝　～　舙舢𦣝𦣝　～　舙舢𦣝𦣝　～　舙舢𦣝𦣝　～

Ｗ䑺ゲＷ䑺ゲＷ䑺ゲＷ䑺ゲ －－－－ Ｗ艜𦣪Ｗ艜𦣪Ｗ艜𦣪Ｗ艜𦣪 Ｗ䑺臬臛Ｗ艗臬Ｗ䑺臬臛Ｗ艗臬Ｗ䑺臬臛Ｗ艗臬Ｗ䑺臬臛Ｗ艗臬 Ｗ䑺臬Ｗ䑺臬Ｗ䑺臬Ｗ䑺臬 Ｗ艗臬Ｗ艗臬Ｗ艗臬Ｗ艗臬

ヂコ籞トヂコ籞トヂコ籞トヂコ籞ト 試合時間試合時間試合時間試合時間 対　　　　　　戦対　　　　　　戦対　　　　　　戦対　　　　　　戦 TOTOTOTO

Ｗ䑺ゲＷ䑺ゲＷ䑺ゲＷ䑺ゲ Ｗ艜𦣪Ｗ艜𦣪Ｗ艜𦣪Ｗ艜𦣪

ゴゴゴゴ 臤臤舢𦣝𦣝　～臤臤舢𦣝𦣝　～臤臤舢𦣝𦣝　～臤臤舢𦣝𦣝　～

Ｗ䑺臬Ｗ䑺臬Ｗ䑺臬Ｗ䑺臬 －－－－ Ｗ艗臬Ｗ艗臬Ｗ艗臬Ｗ艗臬 䑺-コの負け䑺-コの負け䑺-コの負け䑺-コの負け Ｗ𦪌臤Ｗ𦪌臤Ｗ𦪌臤Ｗ𦪌臤 Ｗ艗𦣪Ｗ艗𦣪Ｗ艗𦣪Ｗ艗𦣪

ココココ 臤𦣝舢𦣝𦣝　～臤𦣝舢𦣝𦣝　～臤𦣝舢𦣝𦣝　～臤𦣝舢𦣝𦣝　～

Ｗ𦪌臤Ｗ𦪌臤Ｗ𦪌臤Ｗ𦪌臤 －－－－ Ｗ艗𦣪Ｗ艗𦣪Ｗ艗𦣪Ｗ艗𦣪 䑺-ゲの負け䑺-ゲの負け䑺-ゲの負け䑺-ゲの負け

W䑺臬W䑺臬W䑺臬W䑺臬 W艗臬W艗臬W艗臬W艗臬

ザザザザ 臤臬舢𦣝𦣝　～臤臬舢𦣝𦣝　～臤臬舢𦣝𦣝　～臤臬舢𦣝𦣝　～

䑺-ゲの負け䑺-ゲの負け䑺-ゲの負け䑺-ゲの負け －－－－ 艗-臤の負け艗-臤の負け艗-臤の負け艗-臤の負け 䑺-サの勝ち䑺-サの勝ち䑺-サの勝ち䑺-サの勝ち ヂ-ゲの勝ちヂ-ゲの勝ちヂ-ゲの勝ちヂ-ゲの勝ち ッ-ゲの勝ちッ-ゲの勝ちッ-ゲの勝ちッ-ゲの勝ち

ササササ 臤𦣪舢𦣝𦣝　～臤𦣪舢𦣝𦣝　～臤𦣪舢𦣝𦣝　～臤𦣪舢𦣝𦣝　～

䑺-臤の勝ち䑺-臤の勝ち䑺-臤の勝ち䑺-臤の勝ち －－－－ 艗-ゲの勝ち艗-ゲの勝ち艗-ゲの勝ち艗-ゲの勝ち 䑺-ゴの負け䑺-ゴの負け䑺-ゴの負け䑺-ゴの負け

ユラックス熱海ユラックス熱海ユラックス熱海ユラックス熱海 交　　　流　　　戦交　　　流　　　戦交　　　流　　　戦交　　　流　　　戦

䑺-シ

䑺-ゴ 艗-ゴ

𦪌-ゲの負け𦪌-ゲの負け𦪌-ゲの負け𦪌-ゲの負け 艜-臤の負け艜-臤の負け艜-臤の負け艜-臤の負け

ジジジジ 臤臿舢𦣝𦣝　～臤臿舢𦣝𦣝　～臤臿舢𦣝𦣝　～臤臿舢𦣝𦣝　～

𦪌-臽の勝ち𦪌-臽の勝ち𦪌-臽の勝ち𦪌-臽の勝ち －－－－ 艜-サの勝ち艜-サの勝ち艜-サの勝ち艜-サの勝ち 䑺-シの負け䑺-シの負け䑺-シの負け䑺-シの負け 𦪌－ゴ勝ち𦪌－ゴ勝ち𦪌－ゴ勝ち𦪌－ゴ勝ち 艜-臬の勝ち艜-臬の勝ち艜-臬の勝ち艜-臬の勝ち

シシシシ 臤臽舢𦣝𦣝　～臤臽舢𦣝𦣝　～臤臽舢𦣝𦣝　～臤臽舢𦣝𦣝　～

䑺-ゴの勝ち䑺-ゴの勝ち䑺-ゴの勝ち䑺-ゴの勝ち －－－－ 艗-臬の勝ち艗-臬の勝ち艗-臬の勝ち艗-臬の勝ち 䑺-ザの負け䑺-ザの負け䑺-ザの負け䑺-ザの負け

艗-シ

ッコ籞トッコ籞トッコ籞トッコ籞ト 試合時間試合時間試合時間試合時間 対　　　　　　戦対　　　　　　戦対　　　　　　戦対　　　　　　戦 TOTOTOTO 審　　　判審　　　判審　　　判審　　　判

Ｗ䑺臬 Ｗ艗臬 Ｗ𦪌臬 Ｗ艜臬

艗コ籞ト

Mツ臬Mツ臬Mツ臬Mツ臬 Ｍ艜臬Ｍ艜臬Ｍ艜臬Ｍ艜臬

ココココ 臤𦣝舢𦣝𦣝　～臤𦣝舢𦣝𦣝　～臤𦣝舢𦣝𦣝　～臤𦣝舢𦣝𦣝　～

Ｍ䑺𦣪Ｍ䑺𦣪Ｍ䑺𦣪Ｍ䑺𦣪 －－－－ Ｍ艜臤Ｍ艜臤Ｍ艜臤Ｍ艜臤 艗-ゲの負け艗-ゲの負け艗-ゲの負け艗-ゲの負け Ｍ𦪌𦣪Ｍ𦪌𦣪Ｍ𦪌𦣪Ｍ𦪌𦣪 Ｍ艗臤Ｍ艗臤Ｍ艗臤Ｍ艗臤

ゲゲゲゲ 　舙舢𦣝𦣝　～　舙舢𦣝𦣝　～　舙舢𦣝𦣝　～　舙舢𦣝𦣝　～

Ｍ𦪌𦣪Ｍ𦪌𦣪Ｍ𦪌𦣪Ｍ𦪌𦣪 －－－－ Ｍ艗臤Ｍ艗臤Ｍ艗臤Ｍ艗臤 M𦪌ゴ/Ｍ艜臬M𦪌ゴ/Ｍ艜臬M𦪌ゴ/Ｍ艜臬M𦪌ゴ/Ｍ艜臬

艗-サの勝ち艗-サの勝ち艗-サの勝ち艗-サの勝ち

Ｍ䑺𦣪Ｍ䑺𦣪Ｍ䑺𦣪Ｍ䑺𦣪 Ｍ艜臤Ｍ艜臤Ｍ艜臤Ｍ艜臤

ササササ 臤𦣪舢𦣝𦣝　～臤𦣪舢𦣝𦣝　～臤𦣪舢𦣝𦣝　～臤𦣪舢𦣝𦣝　～

䑺-コの勝ち䑺-コの勝ち䑺-コの勝ち䑺-コの勝ち －－－－ 艗-コの勝ち艗-コの勝ち艗-コの勝ち艗-コの勝ち ッ-ゴの負けッ-ゴの負けッ-ゴの負けッ-ゴの負け Ｍ𦪌臬Ｍ𦪌臬Ｍ𦪌臬Ｍ𦪌臬 Ｍ艜臬Ｍ艜臬Ｍ艜臬Ｍ艜臬

ゴゴゴゴ 臤臤舢𦣝𦣝　～臤臤舢𦣝𦣝　～臤臤舢𦣝𦣝　～臤臤舢𦣝𦣝　～

Ｍ𦪌臬Ｍ𦪌臬Ｍ𦪌臬Ｍ𦪌臬 －－－－ Ｍ艜臬Ｍ艜臬Ｍ艜臬Ｍ艜臬 艗-コの負け艗-コの負け艗-コの負け艗-コの負け

䑺コ籞ト

䑺-ゴの勝ち䑺-ゴの勝ち䑺-ゴの勝ち䑺-ゴの勝ち 艗-臬の勝ち艗-臬の勝ち艗-臬の勝ち艗-臬の勝ち

ジジジジ 臤臿舢𦣝𦣝　～臤臿舢𦣝𦣝　～臤臿舢𦣝𦣝　～臤臿舢𦣝𦣝　～

䑺-臽の負け䑺-臽の負け䑺-臽の負け䑺-臽の負け －－－－ 艗-サの負け艗-サの負け艗-サの負け艗-サの負け 艗-シの負け艗-シの負け艗-シの負け艗-シの負け

䑺-コの勝ち䑺-コの勝ち䑺-コの勝ち䑺-コの勝ち 艗-𦣪の勝ち艗-𦣪の勝ち艗-𦣪の勝ち艗-𦣪の勝ち

シシシシ 臤臽舢𦣝𦣝　～臤臽舢𦣝𦣝　～臤臽舢𦣝𦣝　～臤臽舢𦣝𦣝　～

䑺-ゴの勝ち䑺-ゴの勝ち䑺-ゴの勝ち䑺-ゴの勝ち －－－－ 艗-臬の勝ち艗-臬の勝ち艗-臬の勝ち艗-臬の勝ち ッ-ザの負けッ-ザの負けッ-ザの負けッ-ザの負け 䑺-𦣪の負け䑺-𦣪の負け䑺-𦣪の負け䑺-𦣪の負け 艗-𦣪の負け艗-𦣪の負け艗-𦣪の負け艗-𦣪の負け

ザザザザ 臤臬舢𦣝𦣝　～臤臬舢𦣝𦣝　～臤臬舢𦣝𦣝　～臤臬舢𦣝𦣝　～

䑺-𦣪の負け䑺-𦣪の負け䑺-𦣪の負け䑺-𦣪の負け －－－－ 艗-𦣪の負け艗-𦣪の負け艗-𦣪の負け艗-𦣪の負け


