
④Ｃ-1 ④Ｃ-2 ④Ｃ-3 ④Ｃ-4 ④Ｃ-5 ③Ａ-1 ③Ａ-2 ③Ａ-3 ③Ａ-4 ③Ａ-5
池田美和 福井優奈 皿谷このみ 西村紋奈 西加菜衣 濱裕次郎 新井孝聡 剣持亘 皆見崇翔 佐々木一樹

(南Ｑ) (田原ＢＣ) (枚方殿一) (スマイルＢＣ) (イーグレット) (枚方殿一) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南Ｑ) (枚方殿一) (イーグレット)

中津明優 伊藤瑚々 牧野妃彩 原田小雪 味岡らな 小原陸大 三浦一真 樋口湊人 吉田晴成 岸沢宏行
(枚方殿一) (イーグレット) (学園小) (田原ＢＣ) (田原ＢＣ) (深野Ｓ) (田原ＢＣ) (枚方殿一) (柏原Ｊｒ) (くさかＳ)
④Ｃ-6 ④Ｃ-7 ④Ｃ-8 ④Ａ-1 ④Ａ-2 ⑦Ａ-1 ⑦Ａ-2 ⑦Ａ-3 ⑦Ａ-4 ⑦Ｂ-1

村田美来 西田絵里依 山崎愛菜 千葉萌生 中村心優 春田芽依花 寺島希美 中村優香 安西弥久 喜多莉麻
(曙川スマッシュ) (学園小) (枚方殿一) (田原ＢＣ) (田原ＢＣ) (畷小Ｓ) (南Ｑ) (くさかＳ) (田原Ｓ) (くさかＳ)
久保田彩音 小川七星 文元日菜 西別府なずな 倉田音香 上田優空 篠岡美萌 早田涼香 藤原紗菜 嶋田菜々子

(田原ＢＣ) (スマイルＢＣ) (田原ＢＣ) (南Ｑ) (ＣＢＣ) (深野Ｓ) (諸福Ｓ) (すみバ) (くさかＳ) (枚方殿一)
④Ａ-3 ④Ａ-4 ④Ｂ-1 ④Ｂ-2 ④Ｂ-3 ⑦Ｂ-2 ⑦Ｂ-3 ⑦Ｂ-4 ⑦Ｊ-1 ⑦Ｊ-2
香山明日菜 西村光麗 野口凜乃 青山結奈 櫻川晴香 山口姫菜 中島遥音 神崎優菜 有賀さら 小川陽向
(イーグレット) (スマイルＢＣ) (イーグレット) (曙川スマッシュ) (田原ＢＣ) (諸福Ｓ) (畷小Ｓ) (諸福Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルＢＣ)

三浦礼 長濱陽南 直塚朱里 新谷綾乃 佐野衣茉莉 大段未来 柴田優衣 山本胡春 田中琴 白石一華
(枚方殿一) (南Ｑ) (スマイルＢＣ) (南Ｑ) (南Ｑ) (曙川スマッシュ) (枚方殿一) (くさかＳ) (田原ＢＣ) (イーグレット)

④Ｂ-4 ①Ｂ-1 ①Ｂ-2 ①Ａ-1-1 ①Ａ-2-1 ⑦Ｊ-3 ⑦Ｊ-4 ⑦Ｈ-1 ⑦Ｈ-2 ⑦Ｈ-3
中浦佐和 網干朋希 渡辺幹大 岩本倫太郎 亀井楓雅 藤原和来 寺島柚希 瀬沼裕梨 竹ノ内莉央 上山亜紀
(ＣＢＣ) (スマイルＢＣ) (南Ｑ) (スマイルＢＣ) (南Ｑ) (イーグレット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (畷小Ｓ) (枚方殿一) (すみバ)
清末あいり 水木晶 森本凛空 黒木堅 平井翼 阿部ちづる 味岡ゆな 北辻捺稀 國谷彩羽 松本希乃愛

(イーグレット) (イーグレット) (学園小) (ＣＢＣ) (スマイルＢＣ) (田原ＢＣ) (田原ＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (深野Ｓ) (氷野Ｓ)
⑥-1-1 ⑥-2-1 ②Ａ-1 ②Ａ-2 ②Ａ-3 ⑦Ｃ-1 ⑦Ｃ-2 ⑦Ｅ-1 ⑦Ｅ-2 ⑦Ｇ-1

二宮颯希 吉田桜々 龍見京壱 藤本桐生 伊藤瑠偉輝 福田好 堺優子 奥山花生 池田結月 松下愛久
(スマイルＢＣ) (柏原Ｊｒ) (スマイルＢＣ) (イーグレット) (イーグレット) (すみバ) (ＣＢＣ) (諸福Ｓ) (田原Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

牧野蒼菜 出水結菜 藤原徠名 出原雅行 藪川十夢 白井ゆうき 中井茉愛 花城知優 町田陽菜 岩崎汐月菜

(柏原Ｊｒ) (枚方殿一) (イーグレット) (南Ｑ) (曙川スマッシュ) (田原Ｓ) (イーグレット) (田原Ｓ) (イーグレット) (枚方殿一)

②Ａ-4 ⑤-1 ⑤-2 ⑤-3 ⑤-4 ⑦Ｇ-2 ⑦Ｆ-1 ③Ｂ-1-1 ③Ｂ-2-1 ③Ｃ-1-1
江口凌太 沼田弥乘 田尾玲良 池原彩月 青山瑞希 成田好寿 東海幸歩 栗山聡大 池田悠翔 野口海惺
(南Ｑ) (南Ｑ) (枚方殿一) (南Ｑ) (曙川スマッシュ) (氷野Ｓ) (田原Ｓ) (スマイルＢＣ) (柏原Ｊｒ) (イーグレット)

木原樹 山下虹花 大田紗羽 明浄志保 三浦志保 森愛実 宇野幸 西川倖平 岸沢佑樹 井手口翔
(スマイルＢＣ) (田原ＢＣ) (スマイルＢＣ) (ＣＢＣ) (田原ＢＣ) (すみバ) (すみバ) (南Ｑ) (くさかＳ) (南Ｑ)
②Ｂ-1 ②Ｂ-2 ④Ｃ-9 ④Ｃ-10 ④Ｃ-11 ③Ｃ-2-1 ③Ａ-6 ③Ａ-7 ③Ａ-8 ③Ａ-9

中村優希 岩崎礼馳 味岡樹哉 別府健太郎 藤本祐輝
(田原ＢＣ) (学園小) (田原ＢＣ) (スマイルＢＣ) (畷小Ｓ)
平井隼 古川裕貴 古川遥己 遠山賢心

(スマイルＢＣ) (ＦＢＣ) (ＦＢＣ) (南Ｑ)
④Ｃ-12 ④Ａ-5 ④Ａ-6 ④Ａ-7 ④Ａ-8 ⑦Ａ-5 ⑦Ａ-6 ⑦Ａ-7 ⑦Ａ-8 ⑦Ｂ-5

宮岡千緒 池原小晴 上山日菜 髙橋沙弥 阿部はづき

(スマイルＢＣ) (南Ｑ) (スマイルＢＣ) (曙川スマッシュ) (スマイルＢＣ)

清末ここり 結城杏菜 青木さくら 塚原彩花
(イーグレット) (田原ＢＣ) (枚方殿一) (ＦＢＣ)

④Ｂ-5 ④Ｂ-6 ④Ｂ-7 ④Ｂ-8 ①Ｂ-3 ⑦Ｂ-6 ⑦Ｂ-7 ⑦Ｂ-8 ⑦Ｊ-5 ⑦Ｊ-6
高野あおい 岩崎華恩 川北和弥 島田涼花 徳山奈々
(南Ｑ) (学園小) (田原ＢＣ) (曙川スマッシュ) (南Ｑ)

菱田陽美 大田羽 佐々木美紅 浅野菜穂 大西恵満
(田原ＢＣ) (スマイルＢＣ) (イーグレット) (すみバ) (田原ＢＣ)

①Ｂ-4 ①Ｂ-5 ①Ｂ-6 ①Ａ-1-2 ①Ａ-2-2 ⑦Ｊ-7 ⑦Ｊ-8 ⑦Ｈ-4 ⑦Ｈ-5 ⑦Ｈ-6
森本空凛 谷村暖忠 黒木堅 平井翼 西嶋紗杜 澤村月那 長尾優里 杉優花
(学園小) (イーグレット) (ＣＢＣ) (スマイルＢＣ) (田原ＢＣ) (南Ｑ) (氷野Ｓ) (田原Ｓ)
古川香月 田中隼 山川健介 出原隆一郎 桑原侑希 田中内美愛 吉野朝美
(ＦＢＣ) (田原ＢＣ) (スマイルＢＣ) (南Ｑ) (南Ｑ) (イーグレット) (柏原Ｊｒ)

開会式　8時45分から。終了後、すぐに練習になります。
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１～５コート ６～10コート



⑥-1-2 ⑥-2-2 ②Ａ-5 ②Ａ-6 ⑤-5 ⑦Ｈ-7 ⑦Ｃ-3 ⑦Ｃ-4 ⑦Ｃ-5 ⑦Ｃ-6
牧野蒼菜 出水結菜 坪井虹光 岡田優芽 藤田実結子

(柏原Ｊｒ) (枚方殿一) (スマイルＢＣ) (柏原Ｊｒ) (田原Ｓ)
横井真愛 岡田美愛 上田ひかり 木綱愛瑠 木口和奏 春田三桜花

(枚方殿一) (柏原Ｊｒ) (スマイルＢＣ) (枚方殿一) (ＦＢＣ) (畷小Ｓ)
⑤-6 ②Ｂ-3 ②Ｂ-4 ④Ｃ-13 ④Ｃ-14 ⑦Ｅ-3 ⑦Ｅ-4 ⑦Ｅ-5 ⑦Ｅ-6 ⑦Ｇ-3

中村優希 平井隼 出来田青葉 早川美咲 金子紗也 森下真帆
(田原ＢＣ) (スマイルＢＣ) (学園小) (田原Ｓ) (枚方殿一) (南Ｑ)
岩崎礼馳 古川裕貴 田村菜緒 植山恵梨菜 尾山ななみ

(学園小) (ＦＢＣ) (枚方殿一) (氷野Ｓ) (柏原Ｊｒ)
④Ａ-9 ④Ａ-10 ④Ｂ-9 ④Ｂ-10 ①Ｂ-7 ⑦Ｇ-4 ⑦Ｇ-5 ⑦Ｇ-6 ⑦Ｆ-2 ⑦Ｆ-3

前嶋夕桜 農頭知衣 松村璃音 下馬場茉迪

(深野Ｓ) (枚方殿一) (南Ｑ) (曙川スマッシュ)

安西萌 加藤茉緒 大塚和奏 柳璃愛
(田原Ｓ) (深野Ｓ) (ＣＢＣ) (枚方殿一)

①Ｂ-8 ①Ａ-1-3 ①Ａ-2-3 ⑥-1-3 ⑥-2-3 ⑦Ｆ-4 ⑦Ｆ-5 ③Ｂ-1-2 ③Ｂ-2-2 ③Ｃ-1-2
岩本倫太郎 亀井楓雅 二宮颯希 吉田桜々 中元紗良 村上朋香 西川倖平 岸沢佑樹 井手口翔
(スマイルＢＣ) (南Ｑ) (スマイルＢＣ) (柏原Ｊｒ) (枚方殿一) (畷小Ｓ) (南Ｑ) (くさかＳ) (南Ｑ)
出原隆一郎 桑原侑希 横井真愛 岡田美愛 中橋音帆羽 尾山結愛 大上颯斗 林思騰 文元健翔
(南Ｑ) (南Ｑ) (枚方殿一) (柏原Ｊｒ) (スマイルＢＣ) (田原Ｓ) (イーグレット) (田原ＢＣ) (田原ＢＣ)

②Ａ-決勝 ⑤-決勝 ②Ｂ-5 ②Ｂ-6 ④Ｃ-決勝 ③Ｃ-2-2 ③Ａ-10 ③Ａ-11 ⑦Ａ-9 ⑦Ａ-10
中村優希 平井隼 古川遥己
(田原ＢＣ) (スマイルＢＣ) (ＦＢＣ)
古川裕貴 岩崎礼馳 尾山哲平
(ＦＢＣ) (学園小) (柏原Ｊｒ)

④Ａ-決勝 ④Ｂ-決勝 ①Ｂ-決勝 ①Ａ-決勝 ⑥-決勝 ⑦Ｂ-9 ⑦Ｂ-10 ⑦Ｊ-9 ⑦Ｊ-10 ⑦Ｈ-8

⑦Ｈ-9 ⑦Ｃ-7 ⑦Ｃ-8 ⑦Ｅ-7 ⑦Ｅ-8 ⑦Ｇ-7 ⑦Ｇ-8 ⑦Ｆ-6 ⑦Ｆ-7 ③Ｂ-1-3
栗山聡大
(スマイルＢＣ)

大上颯斗
(イーグレット)

③Ｂ-2-3 ③Ｃ-1-3 ③Ｃ-2-3 ③Ａ-決勝 ⑦Ａ-決勝 ⑦Ｂ-決勝 ⑦Ｊ-決勝 ⑦Ｈ-決勝 ⑦Ｃ-決勝 ⑦Ｅ-決勝

池田悠翔 野口海惺 味岡樹哉
(柏原Ｊｒ) (イーグレット) (田原ＢＣ)

林思騰 文元健翔 尾山哲平
(田原ＢＣ) (田原ＢＣ) (柏原Ｊｒ)

⑦Ｇ-決勝 ⑦Ｆ-決勝 ③Ｂ-決勝 ③Ｃ-決勝
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