
 

 

  

鈴木 橋本 0－４ 後谷 小形 

西村（珠） 高橋 2－4 高橋 大橋 

福田 熊谷 4－1 中山（り） 四方 

羽鳥 高村 4－2 田中 石川 

沼 坂本 1－4 根本 藤田 

中山（佐） 石田 4－3 西村（彩） 蔵野 

乾 沖本 0－4 梅津 石岡 

沼 武田 4－3 後谷 乾 

西村（珠） 石渡 1－4 田中 勅使河原 

羽鳥 清水 4－3 梅津 関 

中山（佐） 山田 0－4 根本 野崎 

乾 辻 4－3 高橋 鵜飼（未） 

福田 鵜飼（信） 2－2 西村（彩） 村越 

高村（コ） 市瀬 4－1 寺田 森 

鈴木 矢野 3－4 中山（り） 酒井 

熊谷 鵜飼（信） 2－4 小形 乾 

高橋 高村 1－4 藤田 四方 

石田 石渡 4－2 石岡 大橋 

辻 市瀬 2－4 勅使河原 野崎 

高村（コ） 坂本 4－0 石川 森 

沖本 橋本 4－3 関 酒井 

清水 武田 2－4 鵜飼（未） 村越 

矢野 山田 2－4 蔵野 根本 



乾 鈴木 2－2 田中 高橋 

福田 羽鳥 1－4 梅津 後谷 

沼 中山（佐） 1－3 西村（彩） 寺田 

大久保 西村（珠） 0－4 中山（り） 根本 

清水 高村 2－2 乾 酒井 

武田 熊谷 4－0 関 大橋 

矢野 石田 3－1 野崎 鵜飼（未） 

坂本 山田 4－0 勅使河原 石川 

乾 高橋 4－3 高橋 蔵野 

羽鳥 鵜飼（信） 2－2 田中 村越 

福田 市瀬 2－2 根本 石岡 

中山（佐） 石渡 2－2 後谷 藤田 

沼 辻 3－1 中山（り） 森 

鈴木 沖本 1－3 西村（彩） 四方 

西村（珠） 橋本 1－3 梅津 小形 

坂本 石田 1－3 寺田 乾 

山田 高橋 2－2 森 四方 

矢野 熊谷 2－2 村越 小形 

高村 市瀬 2－2 藤田 野崎 

高村（コ） 清水 2－2 蔵野 関 

武田 橋本 1－3 鵜飼（未） 大橋 

沖本 辻 3－0 勅使河原 石岡 

石渡 鵜飼（信） 2－2 石川 酒井 

西村（珠） 鈴木 1－3 西村（彩） 田中 

羽鳥 乾 2－2 高橋 梅津 



中山（佐） 福田 2－2 後谷 中山（り） 

沼 石渡 2－2 根本 森 

沖本 鵜飼（信） 2－2 小形 鵜飼（未） 

矢野 清水 2－2 四方 関 

石田 武田 0－4 乾 藤田 

橋本 高村 3－1 大橋 蔵野 

山田 辻 3－1 勅使河原 酒井 

坂本 市瀬 3－1 野崎 石川 

熊谷 高橋 1－3 石岡 村越 

大久保 高村 2－4 田中 藤田 

大久保 沼 4－1 後谷 西村（彩） 

大久保 鈴木 2－2 高橋 中山（り） 

乾 大久保 4－0 梅津 関 

山田 清水 1－3 勅使河原 小形 

鵜飼（信） 橋本 2－2 乾 村越 

坂本 熊谷 3－1 大橋 酒井 

武田 石田 2－2 鵜飼（未） 石岡 

高橋 辻 0－4 野崎 森 

市瀬 沖本 3－1 石川 四方 

矢野 高村 2－2 蔵野 藤田 

中山（佐） 西村（珠） 2－2 高橋 田中 

福田 羽鳥 0－4 後谷 西村（彩） 
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