
カデット女子２位　№6/8
第 2 回 「TAGA OPEN」 卓球大会

ブロック ① ② ③ ④ ⑤

大瀧　菫 堀井　葵陽 小林　彩花 増子　  彩 

市貝中（栃木） ファイターズ 泉丘中 錦中（福島） 2-1

與澤  千楓 鷺　日陽里 櫻井　亜伊 佐藤　明奈

Bonds 錦中（福島） 市貝中（栃木） 泉丘中 1-1

三浦　知優 井坂　瑛里 佐藤　伊吹 平早　礼華

泉丘中 坂本中 錦中（福島） 茨城中 3-1

赤津　ひかり 田口　美波 石井　利佳 平塚　愛佳

錦中（福島） 多賀クラブJr 茨城中 坂本中 1-2

大串　真生 石井　みゆ 遠藤　空那 和田　優理亜

藤代卓信会 坂本中 錦中（福島） 市貝中（栃木） 2-2

小島　和愛 横田　琉愛 江橋　愛実 田子　愛理 福田　絢心

カミワスポーツ 泉丘中 茨城中 錦中（福島） 坂本中 1-3

寺門　舞香 黒須　梢 和田　琴羽 正木　優花 3-3

卓風会 市貝中（栃木） 多賀クラブJr 錦中（福島）

野澤　颯夏 堀田　花鈴 鈴木　真菜美 今橋　花苗 中﨑　妃菜

市貝中（栃木） 錦中（福島） 中里中 泉丘中 坂本中 2-3

照沼　夏帆 鈴木　つかさ 後藤　彩音 太田　心来 福原　桜妃

泉丘中 藤代卓信会 錦中（福島） 坂本中 中里中 1-4

飯島　菜那 野木愛生 友部　百花 渡部　理奈 宮本　和奏

カミワスポーツ 赤井Jr（福島） 多賀クラブJr 錦中（福島） 茨城中 3-2

與澤  風香 土田　七海 石井　灯 市野澤　莉音

Bonds 中里中 坂本中 多賀クラブJr 1-5

冨樫　七海 佐藤　波奈 綱川　凜 小宅　日菜

錦中（福島） 泉丘中 市貝中（栃木） 茨城中 2-4

浅川　胡桃 粕谷　知香 森田　樹 岡崎　優理愛

平三中（福島） 茨城中 泉丘中 坂本中
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【 カデット女子 】 予選　２　位 順位トーナメント

使用
コート

1 18



カデット女子３位　№7/8
第 2 回 「TAGA OPEN」 卓球大会

ブロック ① ② ③ ④ ⑤

大瀧　菫 堀井　葵陽 小林　彩花 増子　  彩 

市貝中（栃木） ファイターズ 泉丘中 錦中（福島） 2-1

與澤  千楓 鷺　日陽里 櫻井　亜伊 佐藤　明奈

Bonds 錦中（福島） 市貝中（栃木） 泉丘中 1-1

三浦　知優 井坂　瑛里 佐藤　伊吹 平早　礼華

泉丘中 坂本中 錦中（福島） 茨城中 3-1

赤津　ひかり 田口　美波 石井　利佳 平塚　愛佳

錦中（福島） 多賀クラブJr 茨城中 坂本中 1-2

大串　真生 石井　みゆ 遠藤　空那 和田　優理亜

藤代卓信会 坂本中 錦中（福島） 市貝中（栃木） 2-2

小島　和愛 横田　琉愛 江橋　愛実 田子　愛理 福田　絢心

カミワスポーツ 泉丘中 茨城中 錦中（福島） 坂本中 1-3

寺門　舞香 黒須　梢 和田　琴羽 正木　優花 3-3

卓風会 市貝中（栃木） 多賀クラブJr 錦中（福島）

野澤　颯夏 堀田　花鈴 鈴木　真菜美 今橋　花苗 中﨑　妃菜

市貝中（栃木） 錦中（福島） 中里中 泉丘中 坂本中 2-3

照沼　夏帆 鈴木　つかさ 後藤　彩音 太田　心来 福原　桜妃

泉丘中 藤代卓信会 錦中（福島） 坂本中 中里中 1-4

飯島　菜那 野木愛生 友部　百花 渡部　理奈 宮本　和奏

カミワスポーツ 赤井Jr（福島） 多賀クラブJr 錦中（福島） 茨城中 3-2

與澤  風香 土田　七海 石井　灯 市野澤　莉音

Bonds 中里中 坂本中 多賀クラブJr 1-5

冨樫　七海 佐藤　波奈 綱川　凜 小宅　日菜

錦中（福島） 泉丘中 市貝中（栃木） 茨城中 2-4

浅川　胡桃 粕谷　知香 森田　樹 岡崎　優理愛

平三中（福島） 茨城中 泉丘中 坂本中
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【 カデット女子 】 予選　３　位 順位トーナメント

使用
コート

1 18



カデット女子４位　№8/8
第 2 回 「TAGA OPEN」 卓球大会

ブロック ① ② ③ ④ ⑤

大瀧　菫 堀井　葵陽 小林　彩花 増子　  彩 

市貝中（栃木） ファイターズ 泉丘中 錦中（福島） 2-1

與澤  千楓 鷺　日陽里 櫻井　亜伊 佐藤　明奈

Bonds 錦中（福島） 市貝中（栃木） 泉丘中 1-1

三浦　知優 井坂　瑛里 佐藤　伊吹 平早　礼華

泉丘中 坂本中 錦中（福島） 茨城中 3-1

赤津　ひかり 田口　美波 石井　利佳 平塚　愛佳

錦中（福島） 多賀クラブJr 茨城中 坂本中 1-2

大串　真生 石井　みゆ 遠藤　空那 和田　優理亜

藤代卓信会 坂本中 錦中（福島） 市貝中（栃木） 2-2

小島　和愛 横田　琉愛 江橋　愛実 田子　愛理 福田　絢心

カミワスポーツ 泉丘中 茨城中 錦中（福島） 坂本中 1-3

寺門　舞香 黒須　梢 和田　琴羽 正木　優花 3-3

卓風会 市貝中（栃木） 多賀クラブJr 錦中（福島）

野澤　颯夏 堀田　花鈴 鈴木　真菜美 今橋　花苗 中﨑　妃菜

市貝中（栃木） 錦中（福島） 中里中 泉丘中 坂本中 2-3

照沼　夏帆 鈴木　つかさ 後藤　彩音 太田　心来 福原　桜妃

泉丘中 藤代卓信会 錦中（福島） 坂本中 中里中 1-4

飯島　菜那 野木愛生 友部　百花 渡部　理奈 宮本　和奏

カミワスポーツ 赤井Jr（福島） 多賀クラブJr 錦中（福島） 茨城中 3-2

與澤  風香 土田　七海 石井　灯 市野澤　莉音

Bonds 中里中 坂本中 多賀クラブJr 1-5

冨樫　七海 佐藤　波奈 綱川　凜 小宅　日菜

錦中（福島） 泉丘中 市貝中（栃木） 茨城中 2-4

浅川　胡桃 粕谷　知香 森田　樹 岡崎　優理愛

平三中（福島） 茨城中 泉丘中 坂本中
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【 カデット女子 】 予選　４　位 順位トーナメント

使用
コート

1 18


