
新人戦　女子ダブルス本戦

8月29日

フクダ電子ヒルス

女子ダブルス

長門②・長谷川② 磯目①・中村②

60 62

福井①・岩館① 久慈②・相馬②

63 長門②・長谷川② 磯目①・中村② 62

61 63

五味②・熊本② 橋詰②・上田②

75

長門②・長谷川② 佐藤①・小林①

61 61

佐野②・桜庭② 徳川②・中島②

62 61

佐野②・桜庭②

63 佐藤①・小林①

大沢②・髙田② 61 神谷②・野沢①

76(2) 61

大沢②・髙田② 佐藤①・小林①

63 61

大沢②・髙田②

63 長門②・長谷川② 佐藤①・小林①

61 61 宮﨑②・萩原②

63

高橋①・横山① 蓮見①・大河内①

61 75

高橋①・横山① 大久保①・福田①

60 高橋①・横山① 75

61 大久保①・福田①

64

日吉②・阿部② 大久保①・福田①

62 64

高橋①・横山① 富岡②・小原②

76(4) 63

柴田②・久々津② 若田②・西村①

61 61

西川②・中川① 富岡②・小原②

西川②・中川① 64 61 本間②・石井②

61 76(5)

西川②・中川① 富岡②・小原②

61 61

高橋①・横山①

62

６１

長門②・長谷川②

14 高橋①・横山① (船橋東)

富岡②・小原② (日大習志野)42

３位決定戦

21 大橋②・大竹② (船橋芝山) 富岡②・小原② (日大習志野) 42

20 西川②・中川① (千葉日大一) 本間②・石井② (船橋二和) 41

酒井①・伊藤① (古和釜) 39

19 山下②・金城① (船橋二和) 一井②・大下②

18 前川①・牧内① (白井)

(船橋芝山) 40

17 柴田②・久々津② (薬園台) 若田②・西村① (船橋) 38

16 草野②・星崎② (市立船橋) 大吉①・佐藤② (千葉日大一) 37

上野②・鈴木② (市立船橋) 35

15 日吉②・阿部② (船橋法典) 大久保①・福田①

14 高橋①・横山① (船橋東)

(船橋東) 36

13 阿部②・生井② (船橋啓明) 佐藤②・金子② (薬園台) 34

12 安原②・金子② (船橋芝山) 蓮見①・大河内① (白井) 33

佐藤①・小林① (学館船橋) 31

11 川口①・谷兼② (薬園台) 宮﨑②・萩原②

10 兼松②・林② (鎌ケ谷)

(船橋啓明) 32

9 大沢②・髙田② (東葉) 神谷②・野沢① (千葉日大一) 30

8 佐野②・桜庭② (船橋芝山) 吉田②・日隈② (船橋東) 29

上谷②・諏訪② (船橋法典) 27

7 橋本②・生田① (船橋二和) 徳川②・中島②

6 平川②・安久都② (船橋)

(鎌ケ谷) 28

5 倉地②・石橋② (船橋二和) 橋詰②・上田② (船橋啓明) 26

4 五味②・熊本② (船橋東) 金山②・村瀬① (日大習志野) 25

鈴木②・水町② (船橋東) 23

3 福井①・岩館① (船橋啓明) 久慈②・相馬②

2 上村②・森谷② (千葉日大一)

(船橋芝山) 24

県大会出場本数：７名

1 長門②・長谷川② (学館船橋) 磯目①・中村② (船橋二和) 22



新人戦　女子ダブルス本戦

8月29日

フクダ電子ヒルス

大沢②・髙田②

62
大沢②・髙田②

63
磯目①・中村②

60

西川②・中川①

64

佐野②・桜庭②

76(4)

佐野②・桜庭②

62
柴田②・久々津②

75
佐野②・桜庭②

W.O
徳川②・中島②

63
徳川②・中島②

61
若田②・西村①

64
38 若田②・西村① (船橋)

26 橋詰②・上田② (船橋啓明)

28 徳川②・中島② (鎌ケ谷)

32 宮﨑②・萩原② (船橋啓明)

8 佐野②・桜庭② (船橋芝山)

15 日吉②・阿部② (船橋法典)

17 柴田②・久々津② (薬園台)

＜９位決定戦＞
９位 佐野②・桜庭②

4 五味②・熊本② (船橋東) １０位 徳川②・中島② (鎌ケ谷)

４位 富岡②・小原② (日大習志野)

５位 大沢②・髙田② (東葉)
＜７位決定戦＞

６位 磯目①・中村② (船橋二和)

20 西川②・中川① (千葉日大一)

７位 西川②・中川① (千葉日大一)

37

女子ダブルス順位戦

＜５～８位決定戦＞

9 大沢②・髙田② (東葉) １位 長門②・長谷川② (学館船橋)

(船橋芝山)

県
大
会
出
場

20 西川②・中川① (千葉日大一) 2位 佐藤①・小林① (学館船橋)

22 磯目①・中村② (船橋二和) ３位 高橋①・横山① (船橋東)

37 大吉①・佐藤② (千葉日大一)

大吉①・佐藤② (千葉日大一)

８位 大吉①・佐藤② (千葉日大一)


