
Match number Duration Set Score

斎藤 愛莉 佐々木 彩実
新井 晴夏 福田 千代子
宮川 紗麻亜 熊谷 伽椰
保立 沙織 関 莉菜
浦野 敦子 御手洗 瀬奈
奥平 友希 北村 咲幸
松本 美友 小松 莉子
渡邊 典代 四方 彩渚
本村 嘉菜 前田 佐和
酒井 春海 森河 珠里
藤原 みか子 吉原 奈美
黄 秀京 櫻井 いづみ

谷田 汐音 柳 希
橋本 庸子 山口 茜
籔見 真歩 小久保 莉菜メリー

西 美穂 吉田 晶

浦田 景子 佐々木 彩実
二見 梓 福田 千代子
宮川 紗麻亜 若井 衣有
保立 沙織 柴 麻美
坂口 由里香 御手洗 瀬奈
坂口 佳穂 北村 咲幸
松本 美友 村上 礼華
渡邊 典代 井上 夏緒里
南谷 綾華 本村 嘉菜
鈴木 千代 酒井 春海
藤原 みか子 松村 美由紀
黄 秀京 坪内 紫苑

石坪 聖野 柳 希
奥野 由 山口 茜
籔見 真歩 橋本 涼加
西 美穂 幅口 絵里香

浦田 景子 宮川 紗麻亜
二見 梓 保立 沙織
坂口 由里香 村上 礼華
坂口 佳穂 井上 夏緒里
南谷 綾華 松村 美由紀
鈴木 千代 坪内 紫苑
柳 希 橋本 涼加

山口 茜 幅口 絵里香

宮川 紗麻亜 坂口 由里香
保立 沙織 坂口 佳穂
南谷 綾華 橋本 涼加
鈴木 千代 幅口 絵里香

宮川 紗麻亜 南谷 綾華
保立 沙織 鈴木 千代
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試合結果
女子
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Round 3

17 9:30 winner#9 vs winner#10 0-2 (12-21,19-21)

18 9:30 winner#11 vs winner#12 2-1 (18-21,21-17,15-12)

winner#14 2-0 (21-10,21-14)19 10:33 winner#13 vs

20 10:22 winner#15 vs winner#16 0-2 (18-21,17-21)

Semifinals

21 11:16 winner#17 vs winner#18 2-1 (20-22,21-10,15-13)

22 12:30 winner#19 vs winner#20 2-0 (21-19,19-21,15-10)

Final

23 13:55 winner#21 vs winner#22 2-0 (21-10,21-16)


