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女子 予選リーグ 組み合わせ・星取表
※各リーグの1位が決勝トーナメント（ベスト16）に出場します。

2010年3月28日(日) 東京体育館
aリーグ bリーグ

チーム 高知 佐賀 兵庫 勝敗 順位

高知  ●43 ●39 0-2 3位 

佐賀 ○73  ●41 1-1 2位 

兵庫 ○76 ○65  2-0 1位 

チーム 岩手 東京Ａ 熊本 勝敗 順位

岩手  ●44 ●52 0-2 3位 

東京Ａ ○75  ○52 2-0 1位 

熊本 ○59 ●44  1-1 2位 

2010年3月28日(日) 市川市国府台市民体育館
cリーグ dリーグ

チーム 千葉 愛媛 和歌山 勝敗 順位

千葉  ○70 ○83 2-0 1位 

愛媛 ●58  ○63 1-1 2位 

和歌山 ●37 ●37  0-2 3位 

チーム 石川 群馬 鳥取 勝敗 順位

石川  ●47 ○68 1-1 2位 

群馬 ○49  ○59 2-0 1位 

鳥取 ●50 ●57  0-2 3位 

2010年3月28日(日) 浦安市運動公園総合体育館
eリーグ fリーグ

チーム 富山 山形 鹿児島 勝敗 順位

富山  ○61 ○82 2-0 1位 

山形 ●42  ●61 0-2 3位 

鹿児島 ●55 ○62  1-1 2位 

チーム 長野 愛知 栃木 勝敗 順位

長野  ●36 ○61 1-1 2位 

愛知 ○85  ○85 2-0 1位 

栃木 ●49 ●54  0-2 3位 

2010年3月28日(日) 川崎市体育館
gリーグ hリーグ

チーム 山梨 秋田 大阪 勝敗 順位

山梨  ○48 ○61 2-0 1位

秋田 ●44  ●27 0-2 3位

大阪 ●58 ○49  1-1 2位

チーム 三重 宮城 島根 勝敗 順位

三重  ○78 ○85 2-0 1位

宮城 ●42  ●48 0-2 3位 

島根 ●43 ○53  1-1 2位 

2010年3月28日(日) 越谷市総合体育館
iリーグ jリーグ

チーム 茨城 大分 福島 勝敗 順位

茨城  ●51 ○76 1-1 1位 

大分 ○64  ●61 1-1 2位 

福島 ●50 ○74  1-1 3位 

チーム 徳島 北海道 滋賀 勝敗 順位

徳島  ●32 ○66 1-1 2位 

北海道 ○81  ○55 2-0 1位 

滋賀 ●51 ●52  0-2 3位 

2010年3月28日(日) 藤沢市秩父宮記念体育館
kリーグ lリーグ

チーム 沖縄 岡山 神奈川 勝敗 順位

沖縄  ●49 ●53 0-2 3位 

岡山 ○50  ○59 2-0 1位 

神奈川 ○57 ●58  1-1 2位 

チーム 奈良 広島 静岡 勝敗 順位

奈良  ●33 ●32 0-2 3位 

広島 ○59  ●50 1-1 2位 

静岡 ○91 ○69  2-0 1位 

2010年3月28日(日) 東京体育館

mリーグ nリーグ

チーム 岐阜 福岡 香川 勝敗 順位

岐阜  ●36 ●27 0-2 3位 

福岡 ○111  ○38 2-0 1位 

香川 ○67 ●29  1-1 2位 

チーム 京都 山口 東京Ｂ 勝敗 順位

京都  ○49 ○58 2-0 1位 

山口 ●40  ○75 1-1 2位 

東京Ｂ ●47 ●52  0-2 3位 

2010年3月28日(日) 上尾運動公園体育館
oリーグ pリーグ

チーム 長崎 福井 青森 勝敗 順位

長崎  ○63 ○61 2-0 1位 

福井 ●59  ●48 0-2 3位 

青森 ●48 ○50  1-1 2位 

チーム 新潟 宮崎 埼玉 勝敗 順位

新潟  ○77 ○71 2-0 1位 

宮崎 ●51  ○66 1-1 2位 

埼玉 ●61 ●52  0-2 3位 
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