
２００９ インハイ予選 女子ダブルス 上尾運動公園体育館

1 日付 2 日付

2対0 2対0

21-19 21-17

21-10 21-8

- 9:45 - 9:55

3 日付 4 日付

2対1 2対0

11-21 21-17

21-19 21-15

21-19 10:05 - 9:50

5 日付 6 日付

2対0 2対0

21- 21-8

21- 21-13

- 9:41 - 9:50

7 日付 8 日付

2対0 2対0

21-15 21-16

21-17 21-7

- 10:16 - 10:25

9 日付 10 日付

2対0 2対0

21-10 21-7

21-4 21-18

- 10:14 - 10:30

11 日付 12 日付

2対0 2対0

21-11 21-6

21-17 21-4

- 10:30 - 10:28

13 日付 14 日付

2対0 2対1

21-13 21-14

21-7 14-21

- 10:38 21-17 11:10

15 日付 16 日付

2対1 2対0

13-21 21-16

21-11 21-14

21-12 11:20 - 11:05

17 日付 18 日付

2対0 2対0

21-18 21-10

21-11 23-21

- 11:08 - 11:03開始時刻 10:35

不動岡

田中　真理 佐久間　遼

開始時刻 10:40 終了時刻 終了時刻

試合番号 １回戦

越谷北 本庄第一

新井　聡美 斉藤　緑

小松原女子

湯下　綾華

渡邉　りえ 鵜飼　志穂里

織茂　幸菜恵 加藤　史織

開始時刻 10:35 終了時刻

試合番号 １回戦

北本 春日部女子

向田　織恵 江口　桜子

伊藤　晋子

永森　彩乃 河瀬　祥子

開始時刻 10:23 終了時刻

１回戦

山村学園 進修館

開始時刻 10:31 終了時刻

試合番号

大谷　舞

試合番号 １回戦

小田　真衣

村田　真紀 諸喜田　淳子

星野　恵利 宮田　麻弥

試合番号 １回戦

越谷総合技術 川口青陵

久保田　智子 植木　彩菜

開始時刻 10:20 終了時刻

伊奈学園 越谷西

坂本　千穂 飯野　友希

開始時刻 10:01 終了時刻

試合番号 １回戦

塚田　世樹 持田　早智

原田　栞 蛭間　裕香

試合番号 １回戦

杉戸 武蔵越生

倉本　実歩 氏原　舞子

開始時刻 9:57 終了時刻

開始時刻 10:13 終了時刻

試合番号 １回戦

小松原女子 所沢北

保科　澪 新里　奈津実

森　朝香 穴沢　友紀

早川　智菜美 加藤　渚

試合番号 １回戦

埼玉栄 志木

森　千奈美 北田　有希美

開始時刻 10:06 終了時刻

越谷南 所沢北

古泉　千香子 前田　有香

開始時刻 10:03 終了時刻

試合番号 １回戦

鈴木　千尋 深澤　唯

試合番号

木立　真希

浦和一女 深谷商業

長谷川　奈美

１回戦１回戦

深谷第一 星野

村井　春香

小暮　紋 芹澤　美紀

試合番号

開始時刻 9:50 終了時刻

鈴木　暁理 大橋　久美

開始時刻 9:25 終了時刻

1
2

宮本　佳織

開始時刻 9:25 終了時刻

試合番号 １回戦

花咲徳栄 熊谷女子

元川　佳奈 高橋　瑛美 井上　裕貴 折橋　瑠美

柿沼　香織 山本　実佳

試合番号 １回戦

浦和北 山村学園

新辻　春菜

試合番号

栗原　あゆみ

開始時刻 9:23 終了時刻

東京成徳 川越南

新藤　晃世

水野　光 阿部　智実

試合番号 １回戦１回戦

所沢西 深谷第一

萩原　美咲

開始時刻 9:22 終了時刻

松田　美奈

高橋　絵里 吉村　祥香

小松　萌子

終了時刻

駒井　菜摘 後藤　富美

開始時刻

高橋　江里奈

9:25

試合番号 １回戦

細田学園 越谷北

開始時刻

柴崎　蒔子

高野　綾菜

関根　明音

9:20 終了時刻

１回戦

大宮東 白岡

試合番号



19 日付 20 日付

2対0 2対0

21-15 21-6

21-7 21-12

- 11:33 - 11:05

21 日付 22 日付

2対0 2対0

22-20 21-9

21-15 21-11

- 11:43 - 11:35

23 日付 24 日付

2対0 2対0

21-16 21-18

21-8 21-16

- 11:40 - 11:50

25 日付 26 日付

2対0 2対0

21-18 27-25

21-9 23-21

- 11:50 - 12:12

27 日付 28 日付

2対1 2対0

22-24 21-9

21-6 21-13

21-16 12:28 - 12:03

29 日付 30 日付

2対0 2対0

21-14 21-18

21-13 21-9

- 12:11 - 12:20

31 日付 32 日付

2対0 2対0

21-17 21-12

21-11 21-7

- 12:23 - 12:33

33 日付 34 日付

2対1 2対0

23-21 21-19

15-21 21-17

21-16 13:03 - 12:51

35 日付 36 日付

2対0 2対0

21-3 21-17

21-14 21-17

- 12:48 - 12:49終了時刻開始時刻 12:23 終了時刻

終了時刻

試合番号 ２回戦 試合番号 ２回戦

開始時刻 12:18 終了時刻

滑川総合 所沢西 埼玉栄 小松原女子

試合番号 ２回戦 試合番号 ２回戦

開始時刻 12:30

秋元　直美 森　千奈美 森　梨恵 清水　夏紀

上田　真帆 古泉　千香子 阿部　紗英 林田　里奈

埼玉栄 越谷南 埼玉平成 進修館

開始時刻 12:36

竹ノ谷　七海 吉田　梨乃 藤井　珠生 倉本　実歩

宮原　瑞季 新藤　浩世 植木　実璃奈 保科　澪

12:10 終了時刻開始時刻 11:55 終了時刻 開始時刻

三浦　安貴 鈴木　千尋 松澤　杏奈 日笠　友美

両角　沙都子 木立　真希 山城　未来 西山　あづみ

２回戦

本庄第一 浦和一女 大宮東 狭山清陵

試合番号 ２回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 11:50 終了時刻 開始時刻

森山　麗華 岡野　友奈 小野塚　茜

11:50

小暮　紋

間中　麻未 漆原　愛 横田　夏季 宮本　佳織

２回戦

鷲宮 坂戸 細田学園 深谷第一

試合番号 ２回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 11:35 終了時刻 開始時刻

岩田　夏実 柿沼　香織 田中　安奈

11:45

長江　美由紀

宮島　望実 井上　裕貴 竹本　紗矢香 関　茅夏

２回戦

久喜北陽 浦和北 小松原女子 越谷北

試合番号 ２回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 11:25 終了時刻 開始時刻

神中　美樹 村越　咲紀 戸張　文音

11:40

鈴木　暁理

小橋　霞 深谷　杏 志場　宏美 元川　佳奈

２回戦

埼玉栄 細田学園 越ヶ谷 花咲徳栄

試合番号 ２回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 11:24 終了時刻 開始時刻

生田目　結里 萩原　美咲 宮崎　実穂

11:16

歌書　美香

関根　恵利花 栗原　あゆみ 小野　美咲 原　木の実

２回戦

越谷南 東京成徳 浦和北 本庄第一

試合番号 ２回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 11:22 終了時刻 開始時刻

臼井　かな 高橋　絵里 馬場　覚子

11:15

水野　光

齋藤　仁美 小松　萌子 松本　秋乃 駒井　菜摘

春日部共栄 細田学園 久喜北陽 所沢西

終了時刻

試合番号 ２回戦 試合番号 ２回戦

開始時刻 11:06 終了時刻 開始時刻

神中　成緒 高野　綾菜 三木　江里子

10:48

山下　さき

山田　真央 柴崎　蒔子 高野　美咲 金子　茉莉

試合番号 ２回戦 試合番号

埼玉栄 大宮東 小松原女子 春日部女子

２回戦



37 日付 38 日付

2対0 2対0

21-6 21-8

21-7 21-6

- 12:57 - 13:00

39 日付 40 日付

2対0 2対0

21-13 21-8

21-12 21-6

- 13:15 - 13:16

41 日付 42 日付

2対1 2対0

10-21 21-7

21-11 21-8

21-16 13:39 - 13:23

43 日付 44 日付

2対0 2対0

21-14 21-5

21-5 21-7

- 13:31 - 13:25

45 日付 46 日付

2対0 2対1

21-9 21-13

21-17 19-21

- 13:41 21-11 14:08

47 日付 48 日付

2対0 2対0

21-13 21-15

21-9 21-19

- 13:59 - 14:00

49 日付 50 日付

2対0 2対0

21-15 21-5

21-18 21-4

- 14:05 - 14:03

51 日付 52 日付

2対0 2対0

21-17 21-12

21-17 21-8

- 14:15 - 14:21

53 日付 54 日付

2対0 2対0

21-18 21-14

21-13 21-5

- 14:33 - 14:30終了時刻開始時刻 14:09 終了時刻 開始時刻

生田目　結里 宮崎　実穂 神中　美樹

14:03

戸張　文音

関根　恵利花 小野　美咲 小橋　霞 志場　宏美

３回戦

越谷南 浦和北 埼玉栄 越ヶ谷

試合番号 ３回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 13:49 終了時刻 開始時刻

神中　成緒 三木　江里子 馬場　覚子

14:00

臼井　かな

山田　真央 高野　美咲 松本　秋乃 齋藤　仁美

３回戦

埼玉栄 小松原女子 久喜北陽 春日部共栄

試合番号 ３回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 13:35 終了時刻 開始時刻

鳩貝　早紀 山口　真央 木村　瞳

13:47

織茂　幸菜恵

富澤　由貴 金子　沙也香 瀬川　桜子 渡邉　りえ

浦和北 白岡 埼玉栄 小松原女子

終了時刻

試合番号 ２回戦 試合番号 ２回戦

開始時刻 13:32 終了時刻

終了時刻

試合番号 ２回戦 試合番号 ２回戦

開始時刻 13:24 終了時刻

終了時刻

試合番号 ２回戦 試合番号 ２回戦

開始時刻 13:10 終了時刻

終了時刻

試合番号 ２回戦 試合番号 ２回戦

開始時刻 13:00 終了時刻

終了時刻

試合番号 ２回戦 試合番号 ２回戦

開始時刻 12:50 終了時刻

終了時刻

試合番号 ２回戦 試合番号 ２回戦

開始時刻 12:32 終了時刻

試合番号 ２回戦 試合番号 ２回戦

開始時刻 13:44

内田　美波 中島　静香

開始時刻 13:33

佐藤　渚 小田　真衣 田中　真理 西澤　沙起

福岡　歩実 向田　織恵 新井　聡美 新井　詩織

細田学園 北本 越谷北

越谷総合技術

星野　恵利

小澤　千重 韮塚　千恵 大熊　つかさ 村田　真紀

滑川総合

星野 本庄東 久喜北陽

立花　あずさ

開始時刻 13:10

赤丸　恵 永森　彩乃 川端　すみれ 塩原　麻緒

大沢　彩嘉 大谷　舞 中村　梨沙 加藤　里恵

本庄第一 山村学園 埼玉栄 桶川

開始時刻 13:05

朝重　明日香 柳　亜津美 広岡　由真 久保田　智子

永山　晴香 山崎　美由紀 山本　彩加 坂本　千穂

越ヶ谷 本庄第一 細田学園 伊奈学園

開始時刻 12:58

早川　智菜美 小林　愛海 工藤　綾乃 永岡　千春

森　朝香 内野　友香 伊藤　詩織 原田　有紀

埼玉栄 川口総合 浦和北 不動岡

開始時刻 12:41

関根　由美花 志村　真里 西前　優紀 原田　栞

藤本　陽奈 内山　葉月 野村　美甫 塚田　世樹

小松原女子 所沢中央 大宮東 杉戸



55 日付 56 日付

2対1 2対0

21-15 21-12

22-24 21-10

21-11 15:05 - 14:31

57 日付 58 日付

2対1 2対0

20-22 21-2

21-10 21-3

21-9 15:07 - 14:40

59 日付 60 日付

2対0 2対1

21-7 21-16

21-8 13-21

- 14:52 21-18 15:01

61 日付 62 日付

2対0 2対0

21-17 21-4

21-17 21-7

- 15:10 - 14:50

63 日付 64 日付

2対1 2対1

21-14 21-17

18-21 18-21

21-19 15:35 21-14 15:50

65 日付 66 日付

2対0 2対0

21-8 21-5

21-11 21-5

- 15:32 - 15:38

67 日付 68 日付

2対0 2対0

21-11 21-10

21-15 21-15

- 15:40 - 15:54

69 日付 70 日付

2対0 2対0

21-17 21-4

21-14 21-12

- 16:00 - 16:00

71 日付 72 日付

2対0 2対1

21-12 21-11

21-14 21-23

- 16:24 21-19 16:38終了時刻開始時刻 15:50 終了時刻 開始時刻

秋元　直美 西前　優紀 広岡　由真

15:50

工藤　綾乃

上田　真帆 野村　美甫 山本　彩加 伊藤　詩織

４回戦

埼玉栄 大宮東 細田学園 浦和北

試合番号 ４回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 15:29 終了時刻 開始時刻

岩田　夏実 小野塚　茜 藤井　珠生

15:38

三浦　安貴

宮島　望実 横田　夏季 植木　実璃奈 両角　沙都子

４回戦

久喜北陽 細田学園 埼玉栄 本庄第一

試合番号 ４回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 15:17 終了時刻 開始時刻

神中　成緒 馬場　覚子 神中　美樹

15:34

生田目　結里

山田　真央 松本　秋乃 小橋　霞 関根　恵利花

４回戦

埼玉栄 久喜北陽 埼玉栄 越谷南

試合番号 ４回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 15:09 終了時刻 開始時刻

佐藤　渚 田中　真理 木村　瞳

15:11

鳩貝　早紀

福岡　歩実 新井　聡美 瀬川　桜子 富澤　由貴

３回戦

細田学園 越谷北 埼玉栄 浦和北

試合番号 ３回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 14:50 終了時刻 開始時刻

川端　すみれ 赤丸　恵 立花　あずさ

15:02

内田　美波

中村　梨沙 大沢　彩嘉 大熊　つかさ 小澤　千重

３回戦

埼玉栄 本庄第一 久喜北陽 星野

試合番号 ３回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 14:43 終了時刻 開始時刻

工藤　綾乃 早川　智菜美 広岡　由真

14:37

朝重　明日香

伊藤　詩織 森　朝香 山本　彩加 永山　晴香

３回戦

浦和北 埼玉栄 細田学園 越ヶ谷

試合番号 ３回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 14:27 終了時刻 開始時刻

秋元　直美 森　梨恵 西前　優紀

14:35

関根　由美花

上田　真帆 阿部　紗英 野村　美甫 藤本　陽奈

３回戦

埼玉栄 埼玉平成 大宮東 小松原女子

試合番号 ３回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 14:30 終了時刻 開始時刻

三浦　安貴 松澤　杏奈 藤井　珠生

14:25

竹ノ谷　七海

両角　沙都子 山城　未来 植木　実璃奈 宮原　瑞季

３回戦

本庄第一 大宮東 埼玉栄 滑川総合

試合番号 ３回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 14:38 終了時刻 開始時刻

岩田　夏実 田中　安奈 小野塚　茜

14:08

森山　麗華

宮島　望実 竹本　紗矢香 横田　夏季 間中　麻未

３回戦

久喜北陽 小松原女子 細田学園 鷲宮

試合番号 ３回戦 試合番号



73 日付 74 日付

2対0 2対0

21-15 21-10

21-16 21-6

- 16:25 - 16:18

75 日付 76 日付

2対0 2対0

21-9 24-22

21-15 21-18

- 16:29 - 16:45

77 日付 78 日付

2対0 2対1

21-14 21-11

21-11 13-21

- 17:22 21-11 17:15

79 日付 80 日付

2対棄 2対0

- 21-14

- 21-18

- - 9:50

81 日付 82 日付

2対0 2対棄

21-9 -

21-17 -

- 10:38 -

83 日付 84 日付

2対棄 2対棄

- -

- -

- - 終了時刻開始時刻 終了時刻 開始時刻

藤井　珠生

瀬川　桜子 山田　真央 上田　真帆 植木　実璃奈

木村　瞳 神中　成緒 秋元　直美

リーグ　３

埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄

試合番号 リーグ　３ 試合番号

終了時刻開始時刻 10:05 終了時刻 開始時刻

神中　成緒 秋元　直美 木村　瞳 藤井　珠生

山田　真央 上田　真帆 瀬川　桜子 植木　実璃奈

リーグ　２

埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄

試合番号 リーグ　２ 試合番号

終了時刻開始時刻 終了時刻 開始時刻

神中　成緒 藤井　珠生 木村　瞳

9:20

秋元　直美

山田　真央 植木　実璃奈 瀬川　桜子 上田　真帆

リーグ　１

埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄

試合番号 リーグ　１ 試合番号

終了時刻開始時刻 16:55 終了時刻 開始時刻

秋元　直美 広岡　由真 木村　瞳

16:40

川端　すみれ

上田　真帆 山本　彩加 瀬川　桜子 中村　梨沙

５回戦

埼玉栄 細田学園 埼玉栄 埼玉栄

試合番号 ５回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 16:10 終了時刻 開始時刻

神中　成緒 神中　美樹 藤井　珠生

16:10

岩田　夏実

山田　真央 小橋　霞 植木　実璃奈 宮島　望実

５回戦

埼玉栄 埼玉栄 埼玉栄 久喜北陽

試合番号 ５回戦 試合番号

終了時刻開始時刻 16:00 終了時刻 開始時刻

川端　すみれ 立花　あずさ 木村　瞳

15:58

佐藤　渚

中村　梨沙 大熊　つかさ 瀬川　桜子 福岡　歩実

４回戦

埼玉栄 久喜北陽 埼玉栄 細田学園

試合番号 ４回戦 試合番号


