
１コート１コート１コート１コート ２コート２コート２コート２コート ３コート３コート３コート３コート ４コート４コート４コート４コート ５コート５コート５コート５コート ６コート６コート６コート６コート ７コート７コート７コート７コート ８コート８コート８コート８コート ９コート９コート９コート９コート 10コート10コート10コート10コート

G8-A-1G8-A-1G8-A-1G8-A-1 G8-A-2G8-A-2G8-A-2G8-A-2 G8-B-1G8-B-1G8-B-1G8-B-1 B4-A-1B4-A-1B4-A-1B4-A-1 B4-A-2B4-A-2B4-A-2B4-A-2 B4-B-1B4-B-1B4-B-1B4-B-1 B4-B-2B4-B-2B4-B-2B4-B-2 B4-C-1B4-C-1B4-C-1B4-C-1 B4-C-2B4-C-2B4-C-2B4-C-2 B5-A-1B5-A-1B5-A-1B5-A-1
吉岡葉菜 大田羽 宮岡千緒 別府健太朗 藤原颯太 岸沢宏行 佐藤大心 西村篤人 熊谷正真 竹原琉音
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (スマイル深野Ｓ)

(スマイルくさかＳ)

(スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ)

(スマイルくさかＳ) (四條畷学園小)

岩崎華恩 佐野衣茉莉 高野あおい 松下晃輝 萱島駿 小原陸人 宮田圭登 長谷川和輝 下津凛月 栗山聡大
(四條畷学園小) (南郷Q) (南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイルBC)

G8-B-2G8-B-2G8-B-2G8-B-2 G8-C-1G8-C-1G8-C-1G8-C-1 G8-C-2G8-C-2G8-C-2G8-C-2 B5-A-2B5-A-2B5-A-2B5-A-2 B5-B-1B5-B-1B5-B-1B5-B-1 B5-B-2B5-B-2B5-B-2B5-B-2 MG6-1MG6-1MG6-1MG6-1 MG6-2MG6-2MG6-2MG6-2 MG6-3MG6-3MG6-3MG6-3 G11-1G11-1G11-1G11-1
西村光麗 池原小晴 直塚朱里 江口凌太 河添慎 中村太輔 剣持光 徳山奈々 小川陽向 上山日菜
(スマイルBC) (南郷Q) (スマイルBC) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (南郷Q) (南郷Q) (スマイルBC) (スマイルBC)

西別府なずな 西田花音 長濱陽南 木下千彰 西川倖平 佐々木優太 篠原颯良 高杉和花 中條日葉里 寺島希美
(南郷Q) (四條畷学園小) (南郷Q) (スマイルくさかＳ) (南郷Q) (スマイル深野Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル諸福Ｓ) (南郷Q)
B2-1B2-1B2-1B2-1 B2-2B2-2B2-2B2-2 B2-3B2-3B2-3B2-3 G11-2G11-2G11-2G11-2 G11-3G11-3G11-3G11-3 G12-1G12-1G12-1G12-1 G12-2G12-2G12-2G12-2 G12-3G12-3G12-3G12-3 G13-1G13-1G13-1G13-1 G13-2G13-2G13-2G13-2
平井翼 新井孝聡 遠山賢心 山口姫菜 中村優香 阿部はづき 樋口まなか 中島遥音 篠岡美萌 大西聖

(スマイルBC) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ)

(スマイルくさかＳ) (スマイルBC) (スマイル深野Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

(スマイルくさかＳ)

出原隆一郎 森本凛空 剣持亘 北川苑佳 早田涼香 神崎優菜 山本胡春 北田美月 大垣芳奈 木下莉緒
(南郷Q) (四條畷学園小) (南郷Q) (スマイル深野Ｓ) (すみバ) (スマイル諸福Ｓ)

(スマイルくさかＳ) (すみバ) (スマイル深野Ｓ)

(スマイルくさかＳ)

B3-1B3-1B3-1B3-1 B3-2B3-2B3-2B3-2 B3-3B3-3B3-3B3-3 G13-3G13-3G13-3G13-3 G14-1G14-1G14-1G14-1 G14-2G14-2G14-2G14-2 G14-3G14-3G14-3G14-3 G15-1G15-1G15-1G15-1 G15-2G15-2G15-2G15-2 G15-3G15-3G15-3G15-3
木原樹 出原雅行 平井隼 安西弥久 坪井虹光 吉野莉世 藤田実結子 多賀千聖 植山恵莉菜 花城知優

(スマイルBC) (南郷Q) (スマイルBC) (スマイル田原Ｓ) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル田原Ｓ)

宮本拓実 岩崎礼馳 井手口翔 浅野菜穂 三島優暖 尾山結愛 磯貝あずさ 町田穂波 宇野幸 中島咲陽香

(南郷Q) (四條畷学園小) (南郷Q) (すみバ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (すみバ) (スマイル諸福Ｓ)

G9-A-1G9-A-1G9-A-1G9-A-1 G9-A-2G9-A-2G9-A-2G9-A-2 G9-B-1G9-B-1G9-B-1G9-B-1 G20-1G20-1G20-1G20-1 G20-2G20-2G20-2G20-2 G20-3G20-3G20-3G20-3 MG7-1MG7-1MG7-1MG7-1 MG7-2MG7-2MG7-2MG7-2 G16-1G16-1G16-1G16-1 G16-2G16-2G16-2G16-2
池田美和 川上実來里 西田絵里依 岩本紗季 高村若菜 神崎愛香 亀井柊真 寺島柚希 松村璃音 奥山花生
(南郷Q) (スマイルBC) (四條畷学園小) (スマイルBC) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ)

牧野妃彩 西村紋奈 出来田青葉 成田好寿 森下真帆 森愛実 日笠山結愛 有賀さら 春名美咲 川中一咲
(四條畷学園小) (スマイルBC) (四條畷学園小) (スマイル氷野Ｓ) (南郷Q) (すみバ) (スマイル畷小Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル畷小Ｓ)

G9-B-2G9-B-2G9-B-2G9-B-2 G10-1G10-1G10-1G10-1 G10-2G10-2G10-2G10-2 G17-1G17-1G17-1G17-1 G17-2G17-2G17-2G17-2 G18-1G18-1G18-1G18-1 G18-2G18-2G18-2G18-2 G19-1G19-1G19-1G19-1 G19-2G19-2G19-2G19-2 B4-A-3B4-A-3B4-A-3B4-A-3
小川七星 岡部真心 池原彩月 吉岡愛実 泰地海々優 長尾優里 谷口暁音 澤村月那 松本希乃愛 別府健太朗

(スマイルBC) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷Q) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (南郷Q) (スマイル氷野Ｓ) (スマイルBC)

中橋音帆羽 大田紗羽 沼田弥乘 松山奈央 福田このみ 北辻捺稀 安西萌 松下愛久 上田ひかり 久保田龍之介

(スマイルBC) (スマイルBC) (南郷Q) (スマイル畷小Ｓ) (すみバ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル田原Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルくさかＳ)

(スマイル深野Ｓ)

G10-3G10-3G10-3G10-3 B1-A-1B1-A-1B1-A-1B1-A-1 B1-B-1B1-B-1B1-B-1B1-B-1 B4-A-4B4-A-4B4-A-4B4-A-4 B4-B-3B4-B-3B4-B-3B4-B-3 B4-B-4B4-B-4B4-B-4B4-B-4 B4-C-3B4-C-3B4-C-3B4-C-3 B4-C-4B4-C-4B4-C-4B4-C-4 B5-A-3B5-A-3B5-A-3B5-A-3 B5-A-4B5-A-4B5-A-4B5-A-4
山田唯葉 岩本倫太郎 森本空凛 松下晃輝 岸沢宏行 小原陸人 西村篤人 長谷川和輝 竹原琉音 栗山聡大
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルBC) (四條畷学園小) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルくさかＳ)

(スマイル深野Ｓ) (スマイル深野Ｓ) (スマイル深野Ｓ) (四條畷学園小) (スマイルBC)

二宮颯希 亀井楓雅 渡辺幹大 藤原颯太 佐藤大心 宮田圭登 熊谷正真 下津凛月 江口凌太 木下千彰
(スマイルBC) (南郷Q) (南郷Q) (スマイル深野Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

(スマイルくさかＳ)

(スマイル諸福Ｓ) (南郷Q) (スマイルくさかＳ)

G8-A-3G8-A-3G8-A-3G8-A-3 G8-A-4G8-A-4G8-A-4G8-A-4 G8-B-3G8-B-3G8-B-3G8-B-3 B5-B-3B5-B-3B5-B-3B5-B-3 B5-B-4B5-B-4B5-B-4B5-B-4 MG6-4MG6-4MG6-4MG6-4 MG6-5MG6-5MG6-5MG6-5 MG6-6MG6-6MG6-6MG6-6 G11-4G11-4G11-4G11-4 G11-5G11-5G11-5G11-5
吉岡葉菜 岩崎華恩 宮岡千緒 河添慎 西川倖平 剣持光 篠原颯良 高杉和花 上山日菜 寺島希美
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (四條畷学園小) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ) (南郷Q) (南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルBC) (南郷Q)
大田羽 佐野衣茉莉 西村光麗 中村太輔 佐々木優太 徳山奈々 小川陽向 中條日葉里 山口姫菜 中村優香

(スマイルBC) (南郷Q) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ) (南郷Q) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

(スマイルくさかＳ)

G8-B-4G8-B-4G8-B-4G8-B-4 G8-C-3G8-C-3G8-C-3G8-C-3 G8-C-4G8-C-4G8-C-4G8-C-4 G11-6G11-6G11-6G11-6 G12-4G12-4G12-4G12-4 G12-5G12-5G12-5G12-5 G12-6G12-6G12-6G12-6 G13-4G13-4G13-4G13-4 G13-5G13-5G13-5G13-5 G13-6G13-6G13-6G13-6
高野あおい 池原小晴 西田花音 北川苑佳 阿部はづき 神崎優菜 山本胡春 篠岡美萌 大垣芳奈 木下莉緒
(南郷Q) (南郷Q) (四條畷学園小) (スマイル深野Ｓ) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ)

(スマイルくさかＳ)

(スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ)

(スマイルくさかＳ)

西別府なずな 直塚朱里 長濱陽南 早田涼香 樋口まなか 中島遥音 北田美月 大西聖 安西弥久 浅野菜穂
(南郷Q) (スマイルBC) (南郷Q) (すみバ) (スマイル深野Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (すみバ) (スマイルくさかＳ)

(スマイル田原Ｓ) (すみバ)
B2-4B2-4B2-4B2-4 B2-5B2-5B2-5B2-5 B2-6B2-6B2-6B2-6 G14-4G14-4G14-4G14-4 G14-5G14-5G14-5G14-5 G14-6G14-6G14-6G14-6 G15-4G15-4G15-4G15-4 G15-5G15-5G15-5G15-5 G15-6G15-6G15-6G15-6 G20-4G20-4G20-4G20-4
平井翼 出原隆一郎 森本凛空 坪井虹光 三島優暖 尾山結愛 多賀千聖 町田穂波 宇野幸 岩本紗季

(スマイルBC) (南郷Q) (四條畷学園小) (スマイルBC) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (すみバ) (スマイルBC)

新井孝聡 遠山賢心 剣持亘 吉野莉世 藤田実結子 磯貝あずさ 植山恵莉菜 花城知優 中島咲陽香 高村若菜
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷Q) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル氷野Ｓ)

B3-4B3-4B3-4B3-4 B3-5B3-5B3-5B3-5 B3-6B3-6B3-6B3-6 G20-5G20-5G20-5G20-5 G20-6G20-6G20-6G20-6 MG7-3MG7-3MG7-3MG7-3 MG7-4MG7-4MG7-4MG7-4 G16-3G16-3G16-3G16-3 G16-4G16-4G16-4G16-4 G17-3G17-3G17-3G17-3
木原樹 宮本拓実 岩崎礼馳 成田好寿 森下真帆 亀井柊真 日笠山結愛 松村璃音 春名美咲 吉岡愛実

(スマイルBC) (南郷Q) (四條畷学園小) (スマイル氷野Ｓ) (南郷Q) (南郷Q) (スマイル畷小Ｓ) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル田原Ｓ)

出原雅行 平井隼 井手口翔 神崎愛香 森愛実 工藤美宇 寺島柚希 山口澪子 奥山花生 宮原咲々良

(南郷Q) (スマイルBC) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ) (すみバ) (スマイル諸福Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

１コート１コート１コート１コート ２コート２コート２コート２コート ３コート３コート３コート３コート ４コート４コート４コート４コート ５コート５コート５コート５コート ６コート６コート６コート６コート ７コート７コート７コート７コート ８コート８コート８コート８コート ９コート９コート９コート９コート 10コート10コート10コート10コート
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第３０回大東市ファミリーバドミントン大会　　　平成３０年３月２１日第３０回大東市ファミリーバドミントン大会　　　平成３０年３月２１日第３０回大東市ファミリーバドミントン大会　　　平成３０年３月２１日第３０回大東市ファミリーバドミントン大会　　　平成３０年３月２１日
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G9-A-3G9-A-3G9-A-3G9-A-3 G9-A-4G9-A-4G9-A-4G9-A-4 G9-B-3G9-B-3G9-B-3G9-B-3 G17-4G17-4G17-4G17-4 G18-3G18-3G18-3G18-3 G18-4G18-4G18-4G18-4 G19-3G19-3G19-3G19-3 G19-4G19-4G19-4G19-4 B4-A-5B4-A-5B4-A-5B4-A-5 B4-A-6B4-A-6B4-A-6B4-A-6
池田美和 牧野妃彩 西田絵里依 松山奈央 長尾優里 北辻捺稀 澤村月那 松下愛久 久保田龍之介 別府健太朗

(南郷Q) (四條畷学園小) (四條畷学園小) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル深野Ｓ) (スマイルBC)

川上実來里 西村紋奈 小川七星 泰地海々優 上山亜紀 谷口暁音 東海幸歩 松本希乃愛 萱島駿 藤原颯太
(スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (スマイル畷小Ｓ) (すみバ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ)

G9-B-4G9-B-4G9-B-4G9-B-4 G10-4G10-4G10-4G10-4 G10-5G10-5G10-5G10-5 B4-B-5B4-B-5B4-B-5B4-B-5 B4-B-6B4-B-6B4-B-6B4-B-6 B4-C-5B4-C-5B4-C-5B4-C-5 B4-C-6B4-C-6B4-C-6B4-C-6 B5-A-5B5-A-5B5-A-5B5-A-5 B5-A-6B5-A-6B5-A-6B5-A-6 B5-B-5B5-B-5B5-B-5B5-B-5
出来田青葉 岡部真心 大田紗羽 岸沢宏行 小原陸人 西村篤人 長谷川和輝 竹原琉音 栗山聡大 河添慎
(四條畷学園小) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルBC) (スマイルくさかＳ)

(スマイル深野Ｓ) (スマイル深野Ｓ) (スマイル深野Ｓ) (四條畷学園小) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ)

中橋音帆羽 池原彩月 山田唯葉 宮田圭登 佐藤大心 下津凛月 熊谷正真 木下千彰 江口凌太 佐々木優太

(スマイルBC) (南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

(スマイルくさかＳ) (スマイルくさかＳ) (南郷Q) (スマイル深野Ｓ)

G10-6G10-6G10-6G10-6 B1-A-2B1-A-2B1-A-2B1-A-2 B1-B-2B1-B-2B1-B-2B1-B-2 B5-B-6B5-B-6B5-B-6B5-B-6 MG6-7MG6-7MG6-7MG6-7 MG6-8MG6-8MG6-8MG6-8 MG6-9MG6-9MG6-9MG6-9 G11-7G11-7G11-7G11-7 G11-8G11-8G11-8G11-8 G11-9G11-9G11-9G11-9
沼田弥乘 亀井楓雅 渡辺幹大 西川倖平 剣持光 徳山奈々 篠原颯良 上山日菜 山口姫菜 寺島希美
(南郷Q) (南郷Q) (南郷Q) (南郷Q) (南郷Q) (南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ) (南郷Q)
二宮颯希 榎宮颯良 山川健介 中村太輔 高杉和花 小川陽向 中條日葉里 北川苑佳 中村優香 早田涼香
(スマイルBC) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ)

(スマイルくさかＳ) (すみバ)
G8-A-5G8-A-5G8-A-5G8-A-5 G8-A-6G8-A-6G8-A-6G8-A-6 G8-B-5G8-B-5G8-B-5G8-B-5 G12-7G12-7G12-7G12-7 G12-8G12-8G12-8G12-8 G12-9G12-9G12-9G12-9 G13-7G13-7G13-7G13-7 G13-8G13-8G13-8G13-8 G13-9G13-9G13-9G13-9 G14-7G14-7G14-7G14-7
吉岡葉菜 岩崎華恩 宮岡千緒 阿部はづき 樋口まなか 神崎優菜 篠岡美萌 大西聖 大垣芳奈 坪井虹光
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (四條畷学園小) (スマイルBC) (スマイルBC) (スマイル深野Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

(スマイルくさかＳ)

(スマイル深野Ｓ) (スマイルBC)

佐野衣茉莉 大田羽 西別府なずな 山本胡春 中島遥音 北田美月 木下莉緒 安西弥久 浅野菜穂 尾山結愛
(南郷Q) (スマイルBC) (南郷Q) (スマイルくさかＳ)

(スマイル畷小Ｓ) (すみバ) (スマイルくさかＳ)

(スマイル田原Ｓ) (すみバ) (スマイル田原Ｓ)

G8-B-6G8-B-6G8-B-6G8-B-6 G8-C-5G8-C-5G8-C-5G8-C-5 G8-C-6G8-C-6G8-C-6G8-C-6 G14-8G14-8G14-8G14-8 G14-9G14-9G14-9G14-9 G15-7G15-7G15-7G15-7 G15-8G15-8G15-8G15-8 G15-9G15-9G15-9G15-9 G20-7G20-7G20-7G20-7 G20-8G20-8G20-8G20-8
高野あおい 池原小晴 西田花音 吉野莉世 三島優暖 多賀千聖 植山恵莉菜 町田穂波 岩本紗季 高村若菜
(南郷Q) (南郷Q) (四條畷学園小) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイルBC) (スマイル氷野Ｓ)

西村光麗 長濱陽南 直塚朱里 藤田実結子 磯貝あずさ 宇野幸 花城知優 中島咲陽香 森下真帆 神崎愛香
(スマイルBC) (南郷Q) (スマイルBC) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (すみバ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ)

B2-7B2-7B2-7B2-7 B2-8B2-8B2-8B2-8 B2-9B2-9B2-9B2-9 G20-9G20-9G20-9G20-9 MG7-5MG7-5MG7-5MG7-5 MG7-6MG7-6MG7-6MG7-6 G16-5G16-5G16-5G16-5 G16-6G16-6G16-6G16-6 G17-5G17-5G17-5G17-5 G17-6G17-6G17-6G17-6
平井翼 新井孝聡 出原隆一郎 成田好寿 工藤美宇 亀井柊真 山口澪子 松村璃音 宮原咲々良 吉岡愛実

(スマイルBC) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷Q) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (南郷Q) (スマイル畷小Ｓ) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル田原Ｓ)

森本凛空 遠山賢心 剣持亘 森愛実 有賀さら 寺島柚希 川中一咲 奥山花生 福田このみ 泰地海々優

(四條畷学園小) (南郷Q) (南郷Q) (すみバ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (すみバ) (スマイル畷小Ｓ)

B3-7B3-7B3-7B3-7 B3-8B3-8B3-8B3-8 B3-9B3-9B3-9B3-9 G18-5G18-5G18-5G18-5 G18-6G18-6G18-6G18-6 G19-5G19-5G19-5G19-5 G19-6G19-6G19-6G19-6 B4-A-7B4-A-7B4-A-7B4-A-7 B4-A-8B4-A-8B4-A-8B4-A-8 B5-決勝B5-決勝B5-決勝B5-決勝
木原樹 出原雅行 宮本拓実 上山亜紀 長尾優里 東海幸歩 澤村月那 松下晃輝 久保田龍之介

(スマイルBC) (南郷Q) (南郷Q) (すみバ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル深野Ｓ)

岩崎礼馳 平井隼 井手口翔 安西萌 谷口暁音 上田ひかり 松本希乃愛 萱島駿 藤原颯太
(四條畷学園小) (スマイルBC) (南郷Q) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ)

(スマイルくさかＳ)

(スマイル氷野Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ)

G9-A-5G9-A-5G9-A-5G9-A-5 G9-A-6G9-A-6G9-A-6G9-A-6 G9-B-5G9-B-5G9-B-5G9-B-5 B5-3決B5-3決B5-3決B5-3決 MG6-10MG6-10MG6-10MG6-10 MG6-11MG6-11MG6-11MG6-11 MG6-12MG6-12MG6-12MG6-12 G11-10G11-10G11-10G11-10 G11-11G11-11G11-11G11-11 G11-12G11-12G11-12G11-12
池田美和 牧野妃彩 西田絵里依 剣持光 篠原颯良 徳山奈々 上山日菜 寺島希美 山口姫菜
(南郷Q) (四條畷学園小) (四條畷学園小) (南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷Q) (スマイルBC) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ)

西村紋奈 川上実來里 中橋音帆羽 小川陽向 高杉和花 中條日葉里 中村優香 北川苑佳 早田涼香
(スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル諸福Ｓ)

(スマイルくさかＳ)

(スマイル深野Ｓ) (すみバ)
G9-B-6G9-B-6G9-B-6G9-B-6 G10-7G10-7G10-7G10-7 G10-8G10-8G10-8G10-8 G12-10G12-10G12-10G12-10 G12-11G12-11G12-11G12-11 G12-12G12-12G12-12G12-12 G13-10G13-10G13-10G13-10 G13-11G13-11G13-11G13-11 G13-12G13-12G13-12G13-12 G14-10G14-10G14-10G14-10
出来田青葉 岡部真心 池原彩月 阿部はづき 神崎優菜 樋口まなか 篠岡美萌 大垣芳奈 大西聖 坪井虹光
(四條畷学園小) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷Q) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ)

(スマイルくさかＳ) (スマイルBC)

小川七星 沼田弥乘 山田唯葉 中島遥音 山本胡春 北田美月 安西弥久 木下莉緒 浅野菜穂 藤田実結子

(スマイルBC) (南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル畷小Ｓ)

(スマイルくさかＳ) (すみバ) (スマイル田原Ｓ)

(スマイルくさかＳ) (すみバ) (スマイル田原Ｓ)

G10-9G10-9G10-9G10-9 B1-A-3B1-A-3B1-A-3B1-A-3 B1-B-3B1-B-3B1-B-3B1-B-3 G14-11G14-11G14-11G14-11 G14-12G14-12G14-12G14-12 G15-10G15-10G15-10G15-10 G15-11G15-11G15-11G15-11 G15-12G15-12G15-12G15-12 G20-10G20-10G20-10G20-10 G20-11G20-11G20-11G20-11
大田紗羽 岩本倫太郎 森本空凛 三島優暖 吉野莉世 多賀千聖 町田穂波 植山恵莉菜 岩本紗季 成田好寿
(スマイルBC) (スマイルBC) (四條畷学園小) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイルBC) (スマイル氷野Ｓ)

二宮颯希 榎宮颯良 山川健介 尾山結愛 磯貝あずさ 花城知優 宇野幸 中島咲陽香 神崎愛香 森下真帆
(スマイルBC) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルBC) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (すみバ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (南郷Q)
G8-1G8-1G8-1G8-1 B2-10B2-10B2-10B2-10 B2-11B2-11B2-11B2-11 G20-12G20-12G20-12G20-12 MG7-7MG7-7MG7-7MG7-7 MG7-8MG7-8MG7-8MG7-8 G16-7G16-7G16-7G16-7 G16-8G16-8G16-8G16-8 G17-7G17-7G17-7G17-7 G17-8G17-8G17-8G17-8

平井翼 出原隆一郎 高村若菜 日笠山結愛 工藤美宇 春名美咲 山口澪子 松山奈央 宮原咲々良

(スマイルBC) (南郷Q) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

遠山賢心 森本凛空 森愛実 有賀さら 寺島柚希 川中一咲 奥山花生 福田このみ 泰地海々優

(南郷Q) (四條畷学園小) (すみバ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (すみバ) (スマイル畷小Ｓ)

１コート１コート１コート１コート ２コート２コート２コート２コート ３コート３コート３コート３コート ４コート４コート４コート４コート ５コート５コート５コート５コート ６コート６コート６コート６コート ７コート７コート７コート７コート ８コート８コート８コート８コート ９コート９コート９コート９コート 10コート10コート10コート10コート

B2-12B2-12B2-12B2-12 B3-10B3-10B3-10B3-10 B3-11B3-11B3-11B3-11 G18-7G18-7G18-7G18-7 G18-8G18-8G18-8G18-8 G19-7G19-7G19-7G19-7 G19-8G19-8G19-8G19-8 B4-A-9B4-A-9B4-A-9B4-A-9 B4-A-10B4-A-10B4-A-10B4-A-10 MG6-13MG6-13MG6-13MG6-13
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新井孝聡 木原樹 宮本拓実 北辻捺稀 上山亜紀 松下愛久 東海幸歩 別府健太朗 松下晃輝 剣持光
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルBC) (南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (すみバ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル田原Ｓ) (スマイルBC) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷Q)
剣持亘 平井隼 岩崎礼馳 安西萌 谷口暁音 上田ひかり 松本希乃愛 萱島駿 久保田龍之介 中條日葉里

(南郷Q) (スマイルBC) (四條畷学園小) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ)

(スマイルくさかＳ)

(スマイル氷野Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

B3-12B3-12B3-12B3-12 G9-決勝G9-決勝G9-決勝G9-決勝 G9-3決G9-3決G9-3決G9-3決 MG6-14MG6-14MG6-14MG6-14 MG6-15MG6-15MG6-15MG6-15 G11-13G11-13G11-13G11-13 G11-14G11-14G11-14G11-14 G11-15G11-15G11-15G11-15 G12-13G12-13G12-13G12-13 G12-14G12-14G12-14G12-14
出原雅行 篠原颯良 高杉和花 上山日菜 寺島希美 北川苑佳 阿部はづき 神崎優菜
(南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルBC) (南郷Q) (スマイル深野Ｓ) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ)

井手口翔 徳山奈々 小川陽向 早田涼香 山口姫菜 中村優香 北田美月 樋口まなか

(南郷Q) (南郷Q) (スマイルBC) (すみバ) (スマイル諸福Ｓ)

(スマイルくさかＳ) (すみバ) (スマイル深野Ｓ)

G10-10G10-10G10-10G10-10 G10-11G10-11G10-11G10-11 G10-12G10-12G10-12G10-12 G12-15G12-15G12-15G12-15 G13-13G13-13G13-13G13-13 G13-14G13-14G13-14G13-14 G13-15G13-15G13-15G13-15 G14-13G14-13G14-13G14-13 G14-14G14-14G14-14G14-14 G14-15G14-15G14-15G14-15
岡部真心 大田紗羽 池原彩月 山本胡春 篠岡美萌 大垣芳奈 木下莉緒 坪井虹光 三島優暖 尾山結愛
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルBC) (南郷Q) (スマイルくさかＳ)

(スマイル諸福Ｓ) (スマイル深野Ｓ)

(スマイルくさかＳ) (スマイルBC) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル田原Ｓ)

山田唯葉 沼田弥乘 二宮颯希 中島遥音 浅野菜穂 大西聖 安西弥久 磯貝あずさ 吉野莉世 藤田実結子

(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷Q) (スマイルBC) (スマイル畷小Ｓ) (すみバ) (スマイルくさかＳ)

(スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル田原Ｓ)

B1-決勝B1-決勝B1-決勝B1-決勝 B1-3決B1-3決B1-3決B1-3決 G8-決勝G8-決勝G8-決勝G8-決勝 G15-13G15-13G15-13G15-13 G15-14G15-14G15-14G15-14 G15-15G15-15G15-15G15-15 G20-13G20-13G20-13G20-13 G20-14G20-14G20-14G20-14 G20-15G20-15G20-15G20-15 MG7-9MG7-9MG7-9MG7-9
多賀千聖 町田穂波 宇野幸 岩本紗季 成田好寿 森下真帆 亀井柊真
(スマイル畷小Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (すみバ) (スマイルBC) (スマイル氷野Ｓ) (南郷Q) (南郷Q)
中島咲陽香 植山恵莉菜 花城知優 森愛実 高村若菜 神崎愛香 有賀さら
(スマイル諸福Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (すみバ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

B2-13B2-13B2-13B2-13 B2-14B2-14B2-14B2-14 B2-15B2-15B2-15B2-15 MG7-10MG7-10MG7-10MG7-10 G16-9G16-9G16-9G16-9 G16-10G16-10G16-10G16-10 G17-9G17-9G17-9G17-9 G17-10G17-10G17-10G17-10 G18-9G18-9G18-9G18-9 G18-10G18-10G18-10G18-10
平井翼 出原隆一郎 森本凛空 日笠山結愛 松村璃音 春名美咲 吉岡愛実 松山奈央 長尾優里 北辻捺稀

(スマイルBC) (南郷Q) (四條畷学園小) (スマイル畷小Ｓ) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

剣持亘 新井孝聡 遠山賢心 工藤美宇 川中一咲 山口澪子 福田このみ 宮原咲々良 安西萌 上山亜紀
(南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (すみバ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (すみバ)
B3-13B3-13B3-13B3-13 B3-14B3-14B3-14B3-14 B3-15B3-15B3-15B3-15 G19-9G19-9G19-9G19-9 G19-10G19-10G19-10G19-10 B4-1B4-1B4-1B4-1 B4-決勝B4-決勝B4-決勝B4-決勝
木原樹 宮本拓実 岩崎礼馳 澤村月那 松下愛久

(スマイルBC) (南郷Q) (四條畷学園小) (南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

井手口翔 出原雅行 平井隼 上田ひかり 東海幸歩
(南郷Q) (南郷Q) (スマイルBC) (スマイルくさかＳ)

(スマイル田原Ｓ)

G10-13G10-13G10-13G10-13 G10-14G10-14G10-14G10-14 G10-15G10-15G10-15G10-15
岡部真心 大田紗羽 沼田弥乘
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルBC) (南郷Q)
二宮颯希 池原彩月 山田唯葉
(スマイルBC) (南郷Q) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

D1-2D1-2D1-2D1-2 D1-1D1-1D1-1D1-1 D4-1D4-1D4-1D4-1 D4-2D4-2D4-2D4-2 D3-1D3-1D3-1D3-1 D3-2D3-2D3-2D3-2 D6-2D6-2D6-2D6-2 D6-1D6-1D6-1D6-1 D9-1D9-1D9-1D9-1 D9-2D9-2D9-2D9-2
宮岡・宮岡 高橋・高野 長濱・長濱 北田・北田 池原・池原 長谷川・長谷川 別府・別府 遠山・遠山 森下・森下 宮本・宮本

(スマイルBC) (南郷Q) (南郷Q) (すみバ) (南郷Q) (スマイル深野Ｓ) (スマイルBC) (南郷Q) (南郷Q) (南郷Q)
清水・樋渡 小川・小川 長友・平井 西別府・西別府なずな 宇野・早田 池田・池田 上山・上山 中村・中村 萱島・萱島 宮田・宮田

(スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (南郷Q) (すみバ) (南郷Q) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

D1-3D1-3D1-3D1-3 D2-1D2-1D2-1D2-1 D2-2D2-2D2-2D2-2 D5-2D5-2D5-2D5-2 D5-1D5-1D5-1D5-1 D7-2D7-2D7-2D7-2 D8-1D8-1D8-1D8-1 D7-1D7-1D7-1D7-1 D10-1D10-1D10-1D10-1 D10-2D10-2D10-2D10-2
高橋・高野 山川・山川 大田・大田 直塚・直塚 出原・出原 河添・河添 工藤・工藤 中島・中島 徳山・徳山 春名・春名

(南郷Q) (スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ)

黒川・浅野 宇野・宇野 岩本・岩本 西川・西川 岩本・大田 木原・木原 日笠山・日笠山 西村・西村 森・森 平井・平井

(すみバ) (すみバ) (スマイルBC) (南郷Q) (スマイルBC) (スマイルBC) (スマイル畷小Ｓ) (スマイルBC) (すみバ) (スマイルBC)

D2-4D2-4D2-4D2-4 D1-4D1-4D1-4D1-4 D2-3D2-3D2-3D2-3 D4-3D4-3D4-3D4-3 D3-3D3-3D3-3D3-3 D3-4D3-4D3-4D3-4 D8-2D8-2D8-2D8-2 D11-1D11-1D11-1D11-1 D11-2D11-2D11-2D11-2 D12-2D12-2D12-2D12-2
宇野・宇野 小川・小川 山川・山川 長濱・長濱 池原・池原 宇野・早田 小川・小川 上山・上山 澤村・澤村 亀井・亀井

(すみバ) (スマイルBC) (スマイルBC) (南郷Q) (南郷Q) (すみバ) (スマイルBC) (すみバ) (南郷Q) (南郷Q)
大田・大田 宮岡・宮岡 山口・樋渡 北田・北田 長谷川・長谷川 池田・池田 花城・花城 佐藤・宮原 川上・川上 佐野・佐野

(スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (すみバ) (スマイル深野Ｓ) (南郷Q) (スマイル田原Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイルBC) (南郷Q)
D2-5D2-5D2-5D2-5 D1-5D1-5D1-5D1-5 D1-6D1-6D1-6D1-6 D5-4D5-4D5-4D5-4 D4-4D4-4D4-4D4-4 D5-3D5-3D5-3D5-3 D6-4D6-4D6-4D6-4 D6-3D6-3D6-3D6-3 D12-1D12-1D12-1D12-1 D9-4D9-4D9-4D9-4

山口・樋渡 黒川・浅野 高橋・高野 岩本・大田 長友・平井 出原・出原 中村・中村 遠山・遠山 福田・福田 萱島・萱島

(スマイルBC) (すみバ) (南郷Q) (スマイルBC) (スマイルBC) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ) (南郷Q) (すみバ) (スマイル諸福Ｓ)

岩本・岩本 清水・樋渡 宮岡・宮岡 西川・西川 西別府・西別府なずな 直塚・直塚 上山・上山 別府・別府 下津・下津 宮田・宮田

(スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (南郷Q) (南郷Q) (スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

１コート１コート１コート１コート ２コート２コート２コート２コート ３コート３コート３コート３コート ４コート４コート４コート４コート ５コート５コート５コート５コート ６コート６コート６コート６コート ７コート７コート７コート７コート ８コート８コート８コート８コート ９コート９コート９コート９コート 10コート10コート10コート10コート

D1-8D1-8D1-8D1-8 D2-6D2-6D2-6D2-6 D1-7D1-7D1-7D1-7 D4-5D4-5D4-5D4-5 D3-5D3-5D3-5D3-5 D3-6D3-6D3-6D3-6 D7-4D7-4D7-4D7-4 D7-3D7-3D7-3D7-3 D9-3D9-3D9-3D9-3 D10-4D10-4D10-4D10-4
黒川・浅野 山川・山川 小川・小川 長濱・長濱 池原・池原 宇野・早田 西村・西村 中島・中島 森下・森下 森・森

34

28

29

30

31

32

33

23

24

25

26

27

4



(すみバ) (スマイルBC) (スマイルBC) (南郷Q) (南郷Q) (すみバ) (スマイルBC) (スマイル畷小Ｓ) (南郷Q) (すみバ)
宮岡・宮岡 大田・大田 清水・樋渡 西別府・西別府なずな 池田・池田 長谷川・長谷川 木原・木原 河添・河添 宮本・宮本 平井・平井

(スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (南郷Q) (南郷Q) (スマイル深野Ｓ) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ) (南郷Q) (スマイルBC)

D1-9D1-9D1-9D1-9 D2-7D2-7D2-7D2-7 D2-8D2-8D2-8D2-8 D5-6D5-6D5-6D5-6 D4-6D4-6D4-6D4-6 D5-5D5-5D5-5D5-5 D8-4D8-4D8-4D8-4 D8-3D8-3D8-3D8-3 D10-3D10-3D10-3D10-3 D11-4D11-4D11-4D11-4
高橋・高野 宇野・宇野 山口・樋渡 岩本・大田 長友・平井 出原・出原 日笠山・日笠山 工藤・工藤 徳山・徳山 佐藤・宮原

(南郷Q) (すみバ) (スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (南郷Q) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (南郷Q) (スマイル諸福Ｓ)

清水・樋渡 岩本・岩本 大田・大田 直塚・直塚 北田・北田 西川・西川 花城・花城 小川・小川 春名・春名 川上・川上

(スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (すみバ) (南郷Q) (スマイル田原Ｓ) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ) (スマイルBC)

D2-10D2-10D2-10D2-10 D1-10D1-10D1-10D1-10 D2-9D2-9D2-9D2-9 D6-6D6-6D6-6D6-6 D6-5D6-5D6-5D6-5 D11-3D11-3D11-3D11-3 D12-4D12-4D12-4D12-4
宇野・宇野 小川・小川 山川・山川 中村・中村 遠山・遠山 上山・上山 下津・下津

(すみバ) (スマイルBC) (スマイルBC) (スマイル諸福Ｓ) (南郷Q) (すみバ) (スマイル諸福Ｓ)

山口・樋渡 黒川・浅野 岩本・岩本 別府・別府 上山・上山 澤村・澤村 佐野・佐野

(スマイルBC) (すみバ) (スマイルBC) (スマイルBC) (スマイルBC) (南郷Q) (南郷Q)
D7-6D7-6D7-6D7-6 D7-5D7-5D7-5D7-5 D12-3D12-3D12-3D12-3 D9-6D9-6D9-6D9-6

西村・西村 中島・中島 福田・福田 萱島・萱島

(スマイルBC) (スマイル畷小Ｓ) (すみバ) (スマイル諸福Ｓ)

河添・河添 木原・木原 亀井・亀井 宮本・宮本

(スマイル諸福Ｓ) (スマイルBC) (南郷Q) (南郷Q)
D8-6D8-6D8-6D8-6 D8-5D8-5D8-5D8-5 D9-5D9-5D9-5D9-5 D10-6D10-6D10-6D10-6

日笠山・日笠山 工藤・工藤 森下・森下 森・森
(スマイル畷小Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (南郷Q) (すみバ)
小川・小川 花城・花城 宮田・宮田 春名・春名

(スマイルBC) (スマイル田原Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

D10-5D10-5D10-5D10-5 D11-6D11-6D11-6D11-6
徳山・徳山 佐藤・宮原

(南郷Q) (スマイル諸福Ｓ)

平井・平井 澤村・澤村

(スマイルBC) (南郷Q)
D11-5D11-5D11-5D11-5 D12-6D12-6D12-6D12-6
上山・上山 下津・下津

(すみバ) (スマイル諸福Ｓ)

川上・川上 亀井・亀井

(スマイルBC) (南郷Q)
D12-5D12-5D12-5D12-5
福田・福田

(すみバ)
佐野・佐野

(南郷Q)
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40
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