
〈女子個人戦Ａトーナメント 結果〉

西村・松原 （押 水） 今井・森屋 （中能登）

1 清水・平井 （池 田） 山﨑・田中 （芳 野） 11
水野・谷口 （和 合） 江口・川堰 （福 岡）

大村・上田 （城 端） 吉田・畑本 （大 谷）
0

2 寺崎・中田 （ 棗 ） 松田・澤田 （小杉南） 12
笹尾・山田 （中能登） 山田・宮前 （ 棗 ）

原田・井川 （小杉南） 0 1 澤田・川﨑 （小 杉）
0

3 内潟・油井 （河北台） 早川・岩渕 （山 辺） 13
1

奥・道井 （富山北） 丸山・池田 （和 合）

徳田・山崎 （氷見北） 宮村・法花堂（押 水）
2

4 西・田中 （杉 戸） 鍋島・中山 （石 動） 14
山崎・山田 （中能登） 五十嵐・木本（丸 岡）

前畑・中村 （内 灘） 0 2 中野・森廣 （明 道）

5 赤池・福島 （大 谷） 亀谷・桶谷 （内 灘） 15
0

上島・志摩 （入善西） 天坂・東 （氷見北）

阿部・加藤 （広 島） 0 三崎・林 （東 陽）
2

6 米島・田原 （入善西） 石田・坂下 （中能登） 16
石本・佐々木（東 陽） 2 西本・萩原 （芳 野）

百瀬・武田 （山 辺） 若林・虎谷 （河北台）

7 小関・大西（杉戸氷北） 廣田・廣多 （入善西） 17
0

島倉・八尾 （芳 野） 林田・小林 （広 島）

辻口・堂上 （鵜 川） 辰巳・酒井 （杉 戸）
2

8 山森・川島 （庄 川） 伊藤・松本 （池 田） 18
2

横山・藤城 （小 杉） 1 網・金田 （氷見北）

湯浅・福井 （石 動） 吉川・作田 （富山北）

9 田井・新蔵 （河北台） 濱田・藤岡 （中能登） 19
0 2

髙桑・北川 （丸 岡） 梅本・藤森 （庄 川）

横山・宮下 （中能登） 山本・下畠 （鵜 川）

10 内田・中島 （氷見北） 吉澤・川縁 （小 杉） 20
1

林・上森 （福 岡） 中垣内・毛利（ 棗 ）

〈女子個人戦Ｂトーナメント 結果〉

田川・下出 （押 水） 佐々木・牧 （鵜 川）

21 亀田・島尻 （入善西） 三歩一・水嶋（小 杉） 29
大熊・渡辺 （氷見北） 北本・林 （明 道）

佐伯・池上 （富山北） 片岡・池田 （大 谷）

22 宮田・八百 （大 谷） 中道・三浦 （小杉南） 30
0 1

長・谷川 （明 道） 河合・松浦 （内 灘）

福澤・岡崎 （丸 岡） 青山・堀田 （和 合）

23 山本・水上 （庄 川） 定政・道ノ下（東 陽） 31
東倉・船下 （鵜 川） 清水・南谷 （押 水）

山田・八田 （東 陽） 0 1 飯田・川端 （河北台）

24 石原・濱川 （朝 日） 澤武・川上 （氷見北） 32
1 1

河岸・河尻 （和 合） 越坂・井口 （朝 日）

常本・沼田 （石 動） 2 宇佐美・竹川（ 棗 ）
0

25 今方・佐原 （福 岡） 浅野・金本 （富山北） 33
加藤・小松 （押 水） 高田・水上 （庄 川）

橋野・坂上 （内 灘） 西山・平畠 （押 水）

26 大野・金場 （芳 野） 浅田・上田 （丸 岡） 34
0

細川・南 （城 端） 犬田・大久保（朝 日）

モハンメド・佐野（小杉南） 0 0 山本・飯田 （池 田）
2 1

27 竹田・今川 （富山北） 中嶋・小澤 （城 端） 35
遠山・宮田 （山 辺） 松原・伏間江（福 岡）

森野・谷口 （朝 日） 2 0 中村・八田 （内 灘）

28 加藤・小室 （押 水） 中山・大石（山辺氷北） 36
井伊・小山 （池 田） 林・石野 （石 動）


