
Ｎｏ． 日付 コート 時間 スコア

#31 7月27日 1 第5試合 W#29 W#30

#30 7月27日 1 第4試合 W#27 W#28

#29 7月27日 1 第3試合 W#25 W#26

＃28 7月27日 2 第2試合 A2位  菅原 和子  龍輪 翔子 B1位  浦田 景子  永田 唯

＃27 7月27日 1 第2試合 C1位  徳丸 信代  小野田 恵子 D2位  田中 姿子  山田 栄子

＃26 7月27日 2 9:00 C2位  大山 未希  堀田 礼 D1位  浦田 聖子  コバーデール 万里子

＃25 7月27日 1 9:00 A1位  松村 美由紀  松山 紘子 B2位  田中 麻衣  鈴木 千代

＃24 7月26日 2 13:50 Seed12  浦田 聖子  コバーデール 万里子 Seed13  山田 寿子  熊田 美愛 2(21-14、21-12)0

#23 7月26日 1 13:50 Seed4  田中 姿子  山田 栄子 Seed5  宮川 紗麻亜  水沼 広美 2(21-11、21-16)0

#16 7月26日 2 11:00 Seed5  宮川 紗麻亜  水沼 広美 Seed13  山田 寿子  熊田 美愛 2(21-19、21-13)0

#15 7月26日 1 11:00 Seed4  田中 姿子  山田 栄子 Seed12  浦田 聖子  コバーデール 万里子 0(19-21、20-22)2

#8 7月25日 2 15:30 Seed5  宮川 紗麻亜  水沼 広美 Seed12  浦田 聖子  コバーデール 万里子 1(21-19、17-21、11-15)2

#7 7月25日 1 15:30 Seed4  田中 姿子  山田 栄子 Seed13  山田 寿子  熊田 美愛 2(21-12、21-14)0

＃22 7月26日 2 13:00 Seed11  土田 真弓  福田 千代子 Seed14  阿部 由夏  菊地 彩 2(21-18、21-11)0

#21 7月26日 1 13:00 Seed3  徳丸 信代  小野田 恵子 Seed6  大山 未希  堀田 礼 2(21-15、18-21、16-14)1

#14 7月26日 2 10:20 Seed6  大山 未希  堀田 礼 Seed14  阿部 由夏  菊地 彩 2(17-21、21-12、15−6)1

#13 7月26日 1 10:20 Seed3  徳丸 信代  小野田 恵子 Seed11  土田 真弓  福田 千代子 2(21-19、21-18)0

#6 7月25日 2 14:50 Seed6  大山 未希  堀田 礼 Seed11  土田 真弓  福田 千代子 2(22-20、21-16)0

#5 7月25日 1 14:50 Seed3  徳丸 信代  小野田 恵子 Seed14  阿部 由夏  菊地 彩 2(21-9、21-10)0

＃20 7月26日 2 12:20 Seed10  豊田 悠  遠藤 彩香 Seed15  南谷 綾華  佐々木 彩実 2(21-14、23-21)0

#19 7月26日 1 12:20 Seed2  浦田 景子  永田 唯 Seed7  田中 麻衣  鈴木 千代 2(21-11、25-23)0

#12 7月26日 2 9:40 Seed7  田中 麻衣  鈴木 千代 Seed15  南谷 綾華  佐々木 彩実 2(23-21、21-17)0

#11 7月26日 1 9:40 Seed2  浦田 景子  永田 唯 Seed10  豊田 悠  遠藤 彩香 2(21-17、19-21、15-12)1

#4 7月25日 2 14:10 Seed7  田中 麻衣  鈴木 千代 Seed10  豊田 悠  遠藤 彩香 2(21-12、21-13)0

#3 7月25日 1 14:10 Seed2  浦田 景子  永田 唯 Seed15  南谷 綾華  佐々木 彩実 2(21-9、21-18)0

＃18 7月26日 2 11:40 Seed9  菅原 和子  龍輪 翔子 Seed16 藤田 海琴 小出ことみ 2(21-10、21-14)0

#17 7月26日 1 11:40 Seed1  松村 美由紀  松山 紘子 Seed8  柳 希  宮川 杏奈 2(21-18、21-11)0

#10 7月26日 2 9:00 Seed8  柳 希  宮川 杏奈 Seed16 藤田 海琴 小出ことみ 2(21-14、16-21、15-5)1

#9 7月26日 1 9:00 Seed1  松村 美由紀  松山 紘子 Seed9  菅原 和子  龍輪 翔子 2(21-10、21-13)0

#2 7月25日 2 13:30 Seed8  柳 希  宮川 杏奈 Seed9  菅原 和子  龍輪 翔子 0(20-22、11-21)2

#1 7月25日 1 13:30 Seed1  松村 美由紀  松山 紘子 Seed16 藤田 海琴 小出ことみ 2(21-7、21-12)0
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※第2試合以降は開始時間の設定はなく、前の試合終了後10分後に開始となります。
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