
168回東信高等学校(新人)体育大会 女子ダブルス
塩川 七夏・幸島 美桜 (野沢南) 1─────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────23 鈴木 美咲・松林 百夏 (上田東)

(13)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(21)
神津 都和・大塚 妃由 (佐久平総技) 2─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────24 栁澤 菜月・濵村 咲希 (上田西)

(1)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(7)
市場 月菜・小宮山 捺美 (丸子修学館) 3─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────25 白田 妃美希・柳澤 萌 (小諸商業)

(29)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(33)
児玉 遥南・橋詰 未来 (上田西) 4─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────26 大井 紗羽・花岡 朱里 (岩村田)

(14)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(22)
横山 実憂・小林 真夏 (上田千曲) 5─────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└─────────27 花野 麻衣・井出 日菜 (佐久平総技)

(37)　　├───────────┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───────────┤　　(39)
小林 愛・戸谷 涼花 (岩村田) 6─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────28 中島 朱夏・高瀬 朱華 (上田千曲)

(15)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(23)
樋澤 萌花・神野 心希 (上田東) 7─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────29 井出 愛未・望月 咲侑 (野沢北)

(2)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(8)
齊藤 陽菜子・松崎 文音 (上田) 8─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────30 竜野 桜・小原 美咲 (丸子修学館)

(30)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(34)
鳴澤 理恵・諏訪部 葉月 (上田染谷丘) 9─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────31 伊藤 彩貴・伊藤 千咲 (小諸)

(3)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(9)
荻原 笑湖・滝澤 月那 (野沢北) 10─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────32 宮﨑 あずさ・水出 帆香 (上田)

(16)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(24)
市村 彩美・笹崎 絢莉 (小諸商業) 11─────────┘　　　　　　　　　│ │ │　　　　　　　　　└─────────33 倉島 美空・工藤 茜 (上田染谷丘)

(41)　　├────┴────┤　　(42)
須江 つぐみ・櫻井 稜子 (野沢北) 12─────────┐　　　　　　　　　│ (43) │　　　　　　　　　┌─────────34 両角 春奈・守屋 理子 (上田)

(17)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(25)
佐藤 まこと・荒井 里緒菜 (上田西) 13─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────35 市川 遙・宮下 乃莉香 (佐久平総技)

(4)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(10)
池田 菜々美・藤澤 眞蕗 (上田東) 14─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────36 山浦 李奈・山岸 美桜 (岩村田)

(31)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(35)
中屋敷 優香・堀内 奏絵 (蓼科) 15─────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌─────────37 養田 和佳・小山 天音 (上田西)

(5)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(11)
小山 芽依乃・深井 希音 (上田染谷丘) 16─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │ │ │ │ │　　　　　　　　　└─────────38 小林 萌菜・新井 惠理 (軽井沢)

(18)　　├───────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└───────────┤　　(26)
田島 妃菜・篠原 実樹 (佐久平総技) 17─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────39 古屋 美羽・橋本 愛佳 (野沢南)

(38)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(40)
小口 真佳・今村 瑠奈 (小諸) 18─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────40 中山 莉良・小笠原 光咲 (野沢北)

(19)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(27)
坂口 真捺・中島 美虹 (丸子修学館) 19─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────41 坂本 七菜・寺島 未唯 (上田東)

(32)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(36)
別府 雅・花見 満里奈 (上田) 20─────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌─────────42 斉藤 美咲・黒岩 志音 (小諸)

(6)　　├───────────┐　　　　　　　　　│ │　　　　　　　　　┌───────────┤　　(12)
菊原 詩穂・草間 紅音 (岩村田) 21─────────┘　　　　　　　　　│ │ │ │　　　　　　　　　└─────────43 伊藤 里彩・吉澤 あかり (上田染谷丘)

(20)　　├───────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└───────────┤　　(28)
倉石 萌・林 若晴 (上田千曲) 22─────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────44 芳賀 乙華・中村 衣吹 (上田千曲)


