
Beach Volley Japan Ladies 2010

＜予選組み合わせ＞
徳永・増田（鳥取）

奥村・正岡(愛媛）

髙関　恵美香
(和歌山）

大学代表 (推薦）
#36

山本 香

#19
増田 久子 #1 25-15 25-17

(鳥取）
#28 寺西 麻実

#2#35 25-20 25-1927-25 #18
柳川瀬　実紀

(兵庫）25-16
徳永 昌美

25-18 奥村 静
(愛媛）

倉持　夏子
（埼玉）

正岡 知花

山本・土田（推薦・高）

氷見・樽井(富山）

上倉　優紀
(新潟）

高校代表 （推薦）
#38

木村　真麻

#3
佐々木　彩実 27-25

濱田 壽子
（大阪）

家髙 瑶子

#21
三浦　聖美 #4 25-11 25-23

(北海道）
#29 龍輪　翔子

#5#37 25-23 25-1925-15 #20
井上　京子

(千葉）25-15
天坂　晴美

25-15 橘　真理恵
(宮城）

藤原 みか子
(大阪）

堀江　知世

樽井　早苗

谷脇・朝倉（香川）

浜崎・松村（高知）
坂本　智美

(石川）#40
得能　梨加 #8

浦田 景子
(推薦）

25-21 25-16

#6
大山 未希 25-15

氷見　麻依子
(富山）

#39 由比 初美
浜崎 南美

(高知）25-23 #22 #30 松村 美郷 #2325-14
小暮　実由紀

(福島）
25-16 25-15

鈴木　菜奈子 #7 紙谷 由真
(岡山）

三島　和子

谷脇 加織
(香川）

25-14
朝倉 香苗 福田　千代子

(愛知）
川村　恵美

27-25 25-1525-8 25-12

(長野）

25-9 森多 あゆみ #9

土田　真弓 #12

(島根）
大石 亜矢子

北川・森河(福井） 益成・野本（山口）

中村 裕子
(奈良）#41 #42

岩名 智恵 #10

松本　香織 #24 #32
藤舘　千春

(岩手）
吉岡 伊予

(山形）
田中　典子 #11 長谷川　奈美

#25
25-10 25-16 26-24 25-17
#31

藤井　恭子
（三重）

運天 ちさと

吉田　奈津子
(京都）

足達　真理

北川　真己
(福井）

野本 あすか 森河　珠里

運天・佐渡山(沖縄） 藤井・木田（三重）

#1625-13 25-1925-11 bye

#13
25-22 25-19

益成 忍
(山口）

#26 永田 唯

山上　真裕美
(青森）

上城 朋美
(鹿児島）

(岐阜）
小田　ひとみ

#33

(沖縄）#43 #44
木田　昌恵 #14 佐渡山 梨沙

水木　あすか

廣田　みな子

(静岡）

#27
#34

25-21 25-22 25-14
bye

吉田　実加 畦地　江理

#15 堀田　礼 #17
25-21 25-12

阿部 桃子
(福岡）

北村　名都子
(神奈川）

小野田 恵子



20.AUG2010  Second Day (Main Draw)
Match Rd Br. Team "A" vs Team "B" Court start tentative

1 Ⅰ W (1) 浦田・西堀 （推薦） vs (32) 奥村・正岡 (愛媛） A1 09:00

2 Ⅰ W (16) 北村・廣田 (神奈川） vs (17) 北川・森河 (福井） D1 09:00

3 Ⅰ W (9) 周藤・村上 （推薦） vs (24) 運天・佐渡山 （沖縄） C1 09:00

4 Ⅰ W (8) 山田・幅口 （推薦） vs (25) 阿部・小野田 (福岡） B1 09:00

5 Ⅰ W (5) 楠原・三木 （推薦） vs (28) 小暮・鈴木 (福島） B2

6 Ⅰ W (12) 梁川・菅原 （東京） vs (21) 上倉・木村 (新潟） C2

7 Ⅰ W (13) 浦田・由比 (推薦） vs (20) 濱田・家髙 (大阪） D2

8 Ⅰ W (4) 田中・溝江 （推薦） vs (29) 上城・永田 (推薦・大） A2

9 Ⅰ W (3) 草野・浅尾 （推薦） vs (30) 井上・龍輪 (千葉） A3

10 Ⅰ W (14) 中村・岩名 （奈良） vs (19) 氷見・樽井 (富山） D3

11 Ⅰ W (11) 川越・徳丸 （推薦） vs (22) 坂本・得能 (石川） C3

12 Ⅰ W (6) 駒田・菅山 （推薦） vs (27) 藤原・大山 （大阪） B3

13 Ⅰ W (7) 保立・松山 （推薦） vs (26) 益成・野本 (山口） B4

14 Ⅰ W (10) 松村・渡邉 （推薦） vs (23) 三島・土田 （長野） C4

15 Ⅰ W (15) 藤井・木田 (三重） vs (18) 福田・川村 (愛知） D4

16 Ⅰ W (2) 尾崎・金田 （推薦） vs (31) 柳川瀬・寺西 (兵庫） A4

17 Ⅱ W (1) 浦田・西堀 （推薦） vs (16) 北村・廣田 (神奈川） A5

18 Ⅱ W (9) 周藤・村上 （推薦） vs (8) 山田・幅口 （推薦） D5

19 Ⅱ W (5) 楠原・三木 （推薦） vs (12) 梁川・菅原 （東京） C5

20 Ⅱ W (13) 浦田・由比 (推薦） vs (4) 田中・溝江 （推薦） B5

21 Ⅱ W (3) 草野・浅尾 （推薦） vs (14) 中村・岩名 （奈良） A6

22 Ⅱ W (11) 川越・徳丸 （推薦） vs (6) 駒田・菅山 （推薦） B6

23 Ⅱ W (7) 保立・松山 （推薦） vs (10) 松村・渡邉 （推薦） D6

24 Ⅱ W (15) 藤井・木田 (三重） vs (2) 尾崎・金田 （推薦） C6

25 Rk25 L (32) 奥村・正岡 (愛媛） vs (17) 北川・森河 (福井） A7

26 Rk25 L (24) 運天・佐渡山 （沖縄） vs (25) 阿部・小野田 (福岡） D7

27 Rk25 L (28) 小暮・鈴木 (福島） vs (21) 上倉・木村 (新潟） C7

28 Rk25 L (20) 濱田・家髙 (大阪） vs (29) 上城・永田 (推薦・大） B7

29 Rk25 L (30) 井上・龍輪 (千葉） vs (19) 氷見・樽井 (富山） A8

30 Rk25 L (22) 坂本・得能 (石川） vs (27) 藤原・大山 （大阪） B8

31 Rk25 L (26) 益成・野本 (山口） vs (23) 三島・土田 （長野） C8

32 Rk25 L (18) 福田・川村 (愛知） vs (31) 柳川瀬・寺西 (兵庫） D8

33 Rk17 L (32) 奥村・正岡 (愛媛） vs (15) 藤井・木田 (三重） A9

34 Rk17 L (25) 阿部・小野田 (福岡） vs (10) 松村・渡邉 （推薦） D9

35 Rk17 L (21) 上倉・木村 (新潟） vs (11) 川越・徳丸 （推薦） B9

36 Rk17 L (29) 上城・永田 (推薦・大） vs (14) 中村・岩名 （奈良） C9

37 Rk17 L (19) 氷見・樽井 (富山） vs (13) 浦田・由比 (推薦） A10

38 Rk17 L (27) 藤原・大山 （大阪） vs (12) 梁川・菅原 （東京） B10

39 Rk17 L (26) 益成・野本 (山口） vs (9) 周藤・村上 （推薦） C10

40 Rk17 L (31) 柳川瀬・寺西 (兵庫） vs (16) 北村・廣田 (神奈川） D10

21.AUG.2010 Third Day (Main Draw)
Match Rd Br. Team "A" vs Team "B" start tentative

41 Ⅲ W (1) 浦田・西堀 （推薦） vs (8) 山田・幅口 （推薦） A1 09:00

42 Ⅲ W (5) 楠原・三木 （推薦） vs (4) 田中・溝江 （推薦） D1 09:00

43 Ⅲ W (3) 草野・浅尾 （推薦） vs (6) 駒田・菅山 （推薦） B1 09:00

44 Ⅲ W (7) 保立・松山 （推薦） vs (2) 尾崎・金田 （推薦） C1 09:00

45 Rk13 L (15) 藤井・木田 (三重） vs (10) 松村・渡邉 （推薦） A2

46 Rk13 L (11) 川越・徳丸 （推薦） vs (14) 中村・岩名 （奈良） B2

47 Rk13 L (13) 浦田・由比 (推薦） vs (12) 梁川・菅原 （東京） A3

48 Rk13 L (9) 周藤・村上 （推薦） vs (16) 北村・廣田 (神奈川） B3

49 Rk9 L (10) 松村・渡邉 （推薦） vs (4) 田中・溝江 （推薦） A4

50 Rk9 L (14) 中村・岩名 （奈良） vs (8) 山田・幅口 （推薦） B4

51 Rk9 L (13) 浦田・由比 (推薦） vs (7) 保立・松山 （推薦） A5

52 Rk9 L (9) 周藤・村上 （推薦） vs (3) 草野・浅尾 （推薦） B5

53 Ⅳ W (1) 浦田・西堀 （推薦） vs (5) 楠原・三木 （推薦） A6

54 Ⅳ W (6) 駒田・菅山 （推薦） vs (2) 尾崎・金田 （推薦） B6

55 Rk7 L (4) 田中・溝江 （推薦） vs (8) 山田・幅口 （推薦） A7

56 Rk7 L (13) 浦田・由比 (推薦） vs (3) 草野・浅尾 （推薦） B7

57 Rk5 L (4) 田中・溝江 （推薦） vs (6) 駒田・菅山 （推薦） A8

58 Rk5 L (3) 草野・浅尾 （推薦） vs (1) 浦田・西堀 （推薦） B8

22.AUG.2010  Fourth Day (Main Draw)
Match Rd Br. Team "A" vs Team "B" start tentative

59 S-Final S (5) 楠原・三木 （推薦） vs (4) 田中・溝江 （推薦） 1 9:30

60 S-Final S (2) 尾崎・金田 （推薦） vs (1) 浦田・西堀 （推薦） 2 10:30

61 Rk3/4 F3 (4) 田中・溝江 （推薦） vs (1) 浦田・西堀 （推薦） 3 12:30

62 Final F1 (5) 楠原・三木 （推薦） vs (2) 尾崎・金田 （推薦） 4 13:30



No. Rnd. Ct. Date Team "A" vs Team "B" Result Time

1 Ⅰ A1 20Aug (1) 浦田・西堀 （推薦） vs (32) 奥村・正岡 (愛媛） 2(21-15,21-8)0 32'
2 Ⅰ D1 20Aug (16) 北村・廣田 (神奈川） vs (17) 北川・森河 (福井） 2(21-12,17-21,15-8)1 53'
3 Ⅰ C1 20Aug (9) 周藤・村上 （推薦） vs (24) 運天・佐渡山 （沖縄） 2(21-13,21-17)0 38'
4 Ⅰ B1 20Aug (8) 山田・幅口 （推薦） vs (25) 阿部・小野田 (福岡） 2(21-17,21-17)0 35'
5 Ⅰ B2 20Aug (5) 楠原・三木 （推薦） vs (28) 小暮・鈴木 (福島） 2(21-12,21-9)0 33'
6 Ⅰ C2 20Aug (12) 梁川・菅原 （東京） vs (21) 上倉・木村 (新潟） 2(22-20,21-12)0 43'
7 Ⅰ D2 20Aug (13) 浦田・由比 (推薦） vs (20) 濱田・家髙 (大阪） 2(25-23,12-21,15-13)1 61'
8 Ⅰ A2 20Aug (4) 田中・溝江 （推薦） vs (29) 上城・永田 (推薦・大） 2(24-22,21-10)0 35'
9 Ⅰ A3 20Aug (3) 草野・浅尾 （推薦） vs (30) 井上・龍輪 (千葉） 2(21-14,21-13)0 33'

10 Ⅰ D3 20Aug (14) 中村・岩名 （奈良） vs (19) 氷見・樽井 (富山） 2(21-7,21-7)0 27'
11 Ⅰ C3 20Aug (11) 川越・徳丸 （推薦） vs (22) 坂本・得能 (石川） 2(21-17,21-19)0 36'
12 Ⅰ B3 20Aug (6) 駒田・菅山 （推薦） vs (27) 藤原・大山 （大阪） 2(20-22,21-17,15-9)1 53'
13 Ⅰ B4 20Aug (7) 保立・松山 （推薦） vs (26) 益成・野本 (山口） 2(21-19,21-9)0 37'
14 Ⅰ C4 20Aug (10) 松村・渡邉 （推薦） vs (23) 三島・土田 （長野） 2(21-11,21-17)0 38'
15 Ⅰ D4 20Aug (15) 藤井・木田 (三重） vs (18) 福田・川村 (愛知） 2(17-21,26-24,15-8)1 65'
16 Ⅰ A4 20Aug (2) 尾崎・金田 （推薦） vs (31) 柳川瀬・寺西 (兵庫） 2(21-5,21-15)0 32'
17 Ⅱ A5 20Aug (1) 浦田・西堀 （推薦） vs (16) 北村・廣田 (神奈川） 2(21-13,21-7)0 42'
18 Ⅱ D5 20Aug (9) 周藤・村上 （推薦） vs (8) 山田・幅口 （推薦） 0(13-21,18-21)2 41'
19 Ⅱ C5 20Aug (5) 楠原・三木 （推薦） vs (12) 梁川・菅原 （東京） 2(21-14,21-12)0 39'
20 Ⅱ B5 20Aug (13) 浦田・由比 (推薦） vs (4) 田中・溝江 （推薦） 0(14-21,16-21)2 35'
21 Ⅱ A6 20Aug (3) 草野・浅尾 （推薦） vs (14) 中村・岩名 （奈良） 2(21-9,21-17)0 33'
22 Ⅱ B6 20Aug (11) 川越・徳丸 （推薦） vs (6) 駒田・菅山 （推薦） 0(12-21,13-21)2 39'
23 Ⅱ D6 20Aug (7) 保立・松山 （推薦） vs (10) 松村・渡邉 （推薦） 2(21-19,21-16)0 42'
24 Ⅱ C6 20Aug (15) 藤井・木田 (三重） vs (2) 尾崎・金田 （推薦） 0(9-21,9-21)2 29'
25 Rk25 A7 20Aug (32) 奥村・正岡 (愛媛） vs (17) 北川・森河 (福井） 2(21-12,21-8)0 36'
26 Rk25 D7 20Aug (24) 運天・佐渡山 （沖縄） vs (25) 阿部・小野田 (福岡） 0(13-21,19-21)2 42'
27 Rk25 C7 20Aug (28) 小暮・鈴木 (福島） vs (21) 上倉・木村 (新潟） 0(12-21,15-21)2 33'
28 Rk25 B7 20Aug (20) 濱田・家髙 (大阪） vs (29) 上城・永田 (推薦・大） 1(11-21,23-21,7-15)2 48'
29 Rk25 A8 20Aug (30) 井上・龍輪 (千葉） vs (19) 氷見・樽井 (富山） 1(19-21,21-19,11-15)2 56'
30 Rk25 B8 20Aug (22) 坂本・得能 (石川） vs (27) 藤原・大山 （大阪） 1(22-20,10-21,11-15)2 48'
31 Rk25 C8 20Aug (26) 益成・野本 (山口） vs (23) 三島・土田 （長野） 2(22-20,24-22)0 46'
32 Rk25 D8 20Aug (18) 福田・川村 (愛知） vs (31) 柳川瀬・寺西 (兵庫） 0(20-22,19-21)2 42'
33 Rk17 A9 20Aug (32) 奥村・正岡 (愛媛） vs (15) 藤井・木田 (三重） 0(13-21,8-21)2 35'
34 Rk17 D9 20Aug (25) 阿部・小野田 (福岡） vs (10) 松村・渡邉 （推薦） 0(15-21,16-21)2 33'
35 Rk17 B9 20Aug (21) 上倉・木村 (新潟） vs (11) 川越・徳丸 （推薦） 0(6-21,8-21)2 30'
36 Rk17 C9 20Aug (29) 上城・永田 (推薦・大） vs (14) 中村・岩名 （奈良） 0(10-21,19-21)2 35'
37 Rk17 A10 20Aug (19) 氷見・樽井 (富山） vs (13) 浦田・由比 (推薦） 0(15-21,16-21)2 36'
38 Rk17 B10 20Aug (27) 藤原・大山 （大阪） vs (12) 梁川・菅原 （東京） 0(22-24,14-21)2 41'
39 Rk17 C10 20Aug (26) 益成・野本 (山口） vs (9) 周藤・村上 （推薦） 0(12-21,15-21)2 32'
40 Rk17 D10 20Aug (31) 柳川瀬・寺西 (兵庫） vs (16) 北村・廣田 (神奈川） 0(14-21,10-21)2 33'
41 Ⅲ A1 21Aug (1) 浦田・西堀 （推薦） vs (8) 山田・幅口 （推薦） 2(21-14,21-15)0 40'
42 Ⅲ D1 21Aug (5) 楠原・三木 （推薦） vs (4) 田中・溝江 （推薦） 2(24-22,21-15)0 40'
43 Ⅲ B1 21Aug (3) 草野・浅尾 （推薦） vs (6) 駒田・菅山 （推薦） 0(15-21,15-21)2 37'
44 Ⅲ C1 21Aug (7) 保立・松山 （推薦） vs (2) 尾崎・金田 （推薦） 0(17-21,20-22)2 44'
45 Rk13 A2 21Aug (15) 藤井・木田 (三重） vs (10) 松村・渡邉 （推薦） 1(17-21,21-15,10-15)2 55'
46 Rk13 B2 21Aug (11) 川越・徳丸 （推薦） vs (14) 中村・岩名 （奈良） 1(21-12,15-21,21-23)2 67'
47 Rk13 A3 21Aug (13) 浦田・由比 (推薦） vs (12) 梁川・菅原 （東京） 2(21-19,21-12)0 48'
48 Rk13 B3 21Aug (9) 周藤・村上 （推薦） vs (16) 北村・廣田 (神奈川） 2(21-18,15-21,15-8)1 53'
49 Rk9 A4 21Aug (10) 松村・渡邉 （推薦） vs (4) 田中・溝江 （推薦） 0(20-22,13-21)2 39'
50 Rk9 B4 21Aug (14) 中村・岩名 （奈良） vs (8) 山田・幅口 （推薦） 0(17-21,11-21)2 37'
51 Rk9 A5 21Aug (13) 浦田・由比 (推薦） vs (7) 保立・松山 （推薦） 2(21-11,19-21,15-8)1 53'
52 Rk9 B5 21Aug (9) 周藤・村上 （推薦） vs (3) 草野・浅尾 （推薦） 0(16-21,17-21)2 51'
53 Ⅳ A6 21Aug (1) 浦田・西堀 （推薦） vs (5) 楠原・三木 （推薦） 0(15-21,17-21)2 38'
54 Ⅳ B6 21Aug (6) 駒田・菅山 （推薦） vs (2) 尾崎・金田 （推薦） 1(19-21,21-16,13-15)2 63'
55 Rk7 A7 21Aug (4) 田中・溝江 （推薦） vs (8) 山田・幅口 （推薦） 2(21-11,21-14)0 36'
56 Rk7 B7 21Aug (13) 浦田・由比 (推薦） vs (3) 草野・浅尾 （推薦） 1(21-18,15-21,9-15)2 55'
57 Rk5 A8 21Aug (4) 田中・溝江 （推薦） vs (6) 駒田・菅山 （推薦） 2(25-23,21-13)0 47'
58 Rk5 B8 21Aug (3) 草野・浅尾 （推薦） vs (1) 浦田・西堀 （推薦） 0(16-21,18-21)2 40'
59 S-Final B1 22Aug (5) 楠原・三木 （推薦） vs (4) 田中・溝江 （推薦） 2(21-17,21-16)0 42'
60 S-Final B2 22Aug (2) 尾崎・金田 （推薦） vs (1) 浦田・西堀 （推薦） 2(23-21,21-7)0 43'
61 Rk3/4 B3 22Aug (4) 田中・溝江 （推薦） vs (1) 浦田・西堀 （推薦） 0(17-21,19-21)2 40'
62 Final B4 22Aug (5) 楠原・三木 （推薦） vs (2) 尾崎・金田 （推薦） 1(14-21,24-22,13-15)2 62'
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全日本ビーチバレー女子選手権大会
（ジャパンレディース２０１０）

(1) 浦田・西堀  （推薦） (32) 奥村・正岡 (愛媛）

(1) (1) 浦田・西堀  （推薦） 0-2
(32) 奥村・正岡 (愛媛） 2-0 (32) 奥村・正岡 (愛媛） (25)

(17) (1) 浦田・西堀  （推薦） 2-0
(17) 北川・森河 (福井） 2-0 (15) 藤井・木田 (三重） (17) 北川・森河 (福井）

(2) (16) 北村・廣田 (神奈川） 2-0 (33) 1-2
(16) 北村・廣田 (神奈川） 2-1 (15) 藤井・木田 (三重）

(41) (1) 浦田・西堀  （推薦） 0-2
(9) 周藤・村上 （推薦） 2-0 (10) 松村・渡邉 （推薦） (45) (24) 運天・佐渡山 （沖縄）

(3) (9) 周藤・村上 （推薦） 2-1 0-2
(24) 運天・佐渡山 （沖縄） 2-0 (6) 駒田・菅山 （推薦） (25) 阿部・小野田 (福岡） (26)

(18) (8) 山田・幅口 （推薦） 1-2 (49) 2-0
(25) 阿部・小野田 (福岡） 2-0 (4) 田中・溝江  （推薦） (10) 松村・渡邉 （推薦） (25) 阿部・小野田 (福岡）

(4) (8) 山田・幅口 （推薦） 2-0 2-0 (34) 0-2
(8) 山田・幅口 （推薦） 2-0 (57) (10) 松村・渡邉 （推薦）

(53) (5) 楠原・三木  （推薦） (4) 田中・溝江  （推薦） 0-2
(5) 楠原・三木  （推薦） 2-0 2-1 (4) 田中・溝江  （推薦） (28) 小暮・鈴木 (福島）

(5) (5) 楠原・三木  （推薦） (59) 0-2 0-2
(28) 小暮・鈴木 (福島） 2-0 (21) 上倉・木村 (新潟） (27)

(19) (5) 楠原・三木  （推薦） 2-0
(21) 上倉・木村 (新潟） 2-0 (4) 田中・溝江  （推薦） (55) (11) 川越・徳丸 （推薦） (21) 上倉・木村 (新潟）

(6) (12) 梁川・菅原 （東京） 2-0 2-0 (35) 0-2
(12) 梁川・菅原 （東京） 2-0 (11) 川越・徳丸 （推薦）

(42) (5) 楠原・三木  （推薦） 0-2
(13) 浦田・由比 (推薦） 2-0 (14) 中村・岩名 （奈良） (46) (20) 濱田・家髙 (大阪）

(7) (13) 浦田・由比 (推薦） 2-1 1-2
(20) 濱田・家髙 (大阪） 2-1 (5) 楠原・三木   （推薦） 2-0 (4) 田中・溝江   （推薦） (29) 上城・永田 (推薦・大） (28)

(20) (4) 田中・溝江  （推薦） (50) 2-1
(29) 上城・永田 (推薦・大） 2-0 (8) 山田・幅口 （推薦） (14) 中村・岩名 （奈良） (29) 上城・永田 (推薦・大）

(8) (4) 田中・溝江  （推薦） 2-0 2-0 (36) 0-2
(4) 田中・溝江  （推薦） 2-0 1st Place 2nd Place 4th Place 3rd place (14) 中村・岩名 （奈良）

(2) 尾崎・金田   （推薦） (5) 楠原・三木   （推薦） (4) 田中・溝江   （推薦） (1) 浦田・西堀   （推薦） 0-2
(3) 草野・浅尾  （推薦） 2-1 2-0 (8) 山田・幅口 （推薦） (30) 井上・龍輪 (千葉）

(9) (3) 草野・浅尾  （推薦） 0-2 0-2
(30) 井上・龍輪 (千葉） 2-0 (19) 氷見・樽井 (富山） (29)

(21) (3) 草野・浅尾  （推薦） 2-1
(19) 氷見・樽井 (富山） 2-0 (2) 尾崎・金田   （推薦） 2-0 (1) 浦田・西堀   （推薦） (13) 浦田・由比 (推薦） (19) 氷見・樽井 (富山）

(10) (14) 中村・岩名 （奈良） 2-0 (37) 0-2
(14) 中村・岩名 （奈良） 2-0 (13) 浦田・由比 (推薦）

(43) (6) 駒田・菅山 （推薦） 0-2
(11) 川越・徳丸 （推薦） 2-0 (13) 浦田・由比 (推薦） (47) (22) 坂本・得能 (石川）

(11) (11) 川越・徳丸 （推薦） 2-0 0-2
(22) 坂本・得能 (石川） 2-0 (1) 浦田・西堀  （推薦） (27) 藤原・大山 （大阪） (30)

(22) (6) 駒田・菅山 （推薦） 0-2 (51) 2-1
(27) 藤原・大山 （大阪） 2-0 (13) 浦田・由比 (推薦） (12) 梁川・菅原 （東京） (27) 藤原・大山 （大阪）

(12) (6) 駒田・菅山 （推薦） 2-1 2-0 (38) 1-2
(6) 駒田・菅山 （推薦） 2-1 (60) (58) (12) 梁川・菅原 （東京）

(54) (2) 尾崎・金田  （推薦） (1) 浦田・西堀  （推薦） 0-2
(7) 保立・松山 （推薦） 2-1 2-0 (7) 保立・松山 （推薦） (26) 益成・野本 (山口）

(13) (7) 保立・松山 （推薦） 0-2 0-2
(26) 益成・野本 (山口） 2-0 (26) 益成・野本 (山口） (31)

(23) (7) 保立・松山 （推薦） 2-0
(23) 三島・土田 （長野） 2-0 (3) 草野・浅尾  （推薦） (56) (9) 周藤・村上 （推薦） (23) 三島・土田 （長野）

(14) (10) 松村・渡邉 （推薦） 2-1 2-0 (39) 0-2
(10) 松村・渡邉 （推薦） 2-0 (9) 周藤・村上 （推薦）

(44) (2) 尾崎・金田  （推薦） 0-2
(15) 藤井・木田 (三重） (9) 周藤・村上 （推薦） (48) (18) 福田・川村 (愛知）

(15) (15) 藤井・木田 (三重） 2-1 1-2
(18) 福田・川村 (愛知） 2-1 (31) 柳川瀬・寺西 (兵庫） (32)

(24) (2) 尾崎・金田  （推薦） (52) 2-0
(31) 柳川瀬・寺西 (兵庫） 2-0 (3) 草野・浅尾  （推薦） (16) 北村・廣田 (神奈川） (31) 柳川瀬・寺西 (兵庫）

(16) (2) 尾崎・金田  （推薦） 2-0 2-0 (40) 0-2
(2) 尾崎・金田  （推薦） 2-0 (16) 北村・廣田 (神奈川）

0-2
(3) 草野・浅尾  （推薦）

0-2
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