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 競技上 ・ 審判上の注意

１． 平成３０年度（公財）日本バドミントン協会競技規則ならびに本連盟運営規則に準じて行います。

２． 試合は、29点1ゲーム延長なし。初心者の部・交流戦は21点1ゲーム延長なし。

  　　当日変更する場合があります。

３． 敗者が主審、線審は各自で連れてきてください。ただし初心者の部は、主審は本部で行います。

４． トーナメントのブロックは負けても交流戦があります。

５． 必ずしもタイムテーブルどおりとは限りませんので、放送をよく聞き試合の進行に

     十分注意願います。

６． 試合開始前には十分にアップを行い、怪我や事故の無いように注意下さい。

     事故については、応急手当は行いますが、以後の責任については負いかねます。

７． ３位までに賞状。優勝者には賞品があります。

 

  

 一般上の注意

一般上の注意一般上の注意

一般上の注意

１． 貴重品は必ず各自で責任もって管理して下さい。

２． 体育館フロア内での飲食は禁止です。

３． ゴミは各自でお持ち帰りください。

４． 体育館内は禁煙です。喫煙は決められた場所でお願いします。

５． 駐車券のない車は体育館駐車場を利用できません。有料駐車場をご利用ください。

開会式（８時４５分開会式）終了後5分間の練習時間を設けます。

開会式（８時４５分開会式）終了後5分間の練習時間を設けます。開会式（８時４５分開会式）終了後5分間の練習時間を設けます。

開会式（８時４５分開会式）終了後5分間の練習時間を設けます。

１回目　　　

２回目

３回目

４回目

大会役員

大会役員大会役員

大会役員

すみバ・学園小・柏原・殿一・香里ケ丘

スマイルジュニア各スクール、南郷キューピット

スマイルジュニアBC、田原スマッシュ

曙川・CBC・イーグレット・上之島・D☆ARMY
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C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 R-1-1 R-1-2 R-2-1 R-2-2 R-3-1
竹谷奈南 中川優那 村田美来 藤川莉愛 下馬場茉迪 農頭知衣 古田はなき 竹ノ内莉央 森愛実 岩崎汐月菜

(香里丘クラブ) (香里丘クラブ) (曙川スマッシュ) (香里丘クラブ) (曙川スマッシュ) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイル田原Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア) (すみバ) (枚方殿一クラブジュニア)

吉野莉世 大田紗羽 山崎愛菜 吉野朝美 堺優子 梅本秋空 谷麗良 成田好寿 松下愛久 岩本紗季
(スマイルＢＣ) (スマイルＢＣ) (枚方殿一クラブジュニア) (柏原ジュニア) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (スマイル氷野Ｓ) (曙川スマッシュ) (スマイル氷野Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルＢＣ)

C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 R-3-2 H-1-1 H-1-2 H-2-1 H-2-2
中津明優 柚木脇菜月 新藤彩音 上山亜紀 町田陽菜 谷愛音 中村太輔 岸沢佑樹 山口慧大 岸上侑聖
(枚方殿一クラブジュニア) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

(田原スマッシュＢＣ) (すみバ) (イーグレット) (曙川スマッシュ) (スマイルＢＣ) (スマイルくさかＳ)

(田原スマッシュＢＣ) (イーグレット)

伊藤瑚々 中橋音帆羽 北辻捺稀 岡田優芽 皿谷このみ 安西萌 日高稔仁 岡本歩大 御手洗駿音 木下千彰
(イーグレット) (スマイルＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (柏原ジュニア) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイル田原Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア) (イーグレット) (スマイルＢＣ) (スマイルくさかＳ)

C-11 C-12 C-13 C-14 C-15 H-3-1 H-3-2 G-1-1 G-1-2 G-2-1
澤村月那 田尾玲良 山下虹花 尾山ななみ 木綱愛瑠 西川倖平 佐々木優太 萱島駿 剣持亘 熊谷正真
(南郷キューピット)

(枚方殿一クラブジュニア)

(田原スマッシュＢＣ) (柏原ジュニア) (枚方殿一クラブジュニア)

(南郷キューピット) (スマイル深野Ｓ) (スマイルＢＣ) (南郷キューピット) (スマイルＢＣ)

吉海佐和子 宇野幸 末永星架 大塚和奏 千本木由那 小東遥翔 大上颯斗 濱裕次郎 下津凛月 皆見崇翔
(香里丘クラブ) (すみバ) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

(南郷キューピット) (スマイルＢＣ) (イーグレット) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイル諸福Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア)

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 G-2-2 L-1-1 L-1-2 L-2-1 L-2-2
遠山賢心 網干朋希 若松瑚汰郎 木原樹 水木晶 宮田圭登 大垣芳奈 奥山花生 中元紗良 植山恵梨菜
(南郷キューピット) (スマイルＢＣ) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (スマイルＢＣ) (イーグレット) (スマイル諸福Ｓ) (スマイルＢＣ) (スマイル諸福Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイル氷野Ｓ)

森本凛空 新井孝聡 真砂佑澄 渡辺幹大 吉田晴成 木本貫汰 横山葵 市野結 町田穂波 福田好
(四條畷学園小学校) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (柏原ジュニア) (南郷キューピット) (柏原ジュニア) (スマイルくさかＳ) (スマイル畷小Ｓ) (香里丘クラブ) (スマイル畷小Ｓ) (すみバ)
A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 T-1-1 T-1-2 T-2-1 T-2-2 U-1-1

古川香月 池田悠翔 藤本桐生 大前響 中村優希 生駒優衣 工藤美宇 上山泉心 池田七乃花 有賀さら
(田原スマッシュＢＣ) (柏原ジュニア) (イーグレット) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)

(田原スマッシュＢＣ) (曙川スマッシュ) (スマイル諸福Ｓ) (曙川スマッシュ) (スマイル田原Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

佐藤大心 伊藤瑠偉輝 稲葉倖輔 薮川十夢 河添慎 渡邊怜亜 瀬島萌雛 寺嶋柚希 白石一華 吉海陽菜子

(スマイルＢＣ) (イーグレット) (スマイルＢＣ) (曙川スマッシュ) (スマイルＢＣ) (曙川スマッシュ) (すみバ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (イーグレット) (香里丘クラブ)

A-11 A-12 B-1 E-1 E-2 U-1-2 U-2-1 U-2-2 O-1-1 O-1-2
藤原徠名 出原雅行 味岡樹哉 山田唯葉 堀切愛加 谷步俐 山本美羽 佐々木泉美 岡井姫菜乃 泰地海々優

(イーグレット) (南郷キューピット)

(田原スマッシュＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (曙川スマッシュ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (イーグレット) (イーグレット) (スマイル畷小Ｓ)

森本空凛 栗山聡大 尾山哲平 岡田実愛 横井真愛 山崎莉立 福井蒼実 平井優 小国慶子 木村咲希
(四條畷学園小学校) (スマイルＢＣ) (柏原ジュニア) (柏原ジュニア) (枚方殿一クラブジュニア)

(南郷キューピット)

(田原スマッシュＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (枚方殿一クラブジュニア)

(スマイルくさかＳ)

E-3 E-4 F-1 F-2 F-3 O-2-1 O-2-2 P-1-1 P-1-2 P-2-1
若松花夏 木村果恋 小川陽向 牧野蒼萊 大西恵満 坪井虹光 吉岡愛実 西村紋奈 高原舞 金子紗也
(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイルＢＣ) (柏原ジュニア) (田原スマッシュＢＣ) (スマイルＢＣ) (スマイル田原Ｓ) (スマイルＢＣ) (スマイル深野Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア)

出水結菜 二宮颯希 藤原和来 高杉和花 吉田桜々 田村菜緒 中島咲陽香 柳璃愛 岡葵生 多賀千聖
(枚方殿一クラブジュニア) (スマイルＢＣ) (イーグレット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (柏原ジュニア) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイル諸福Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア) (曙川スマッシュ) (スマイル畷小Ｓ)

F-4 C-16 C-17 C-18 C-19 P-2-2 J-1 J-2 K-1-1 K-2-1
千本木彩音 池田美和 中井茉愛 岡部真心 三島悠暖 篠原颯良 谷口大翔 西別府弓佑 勝田遥翔
(南郷キューピット) (南郷キューピット) (イーグレット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル氷野Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル諸福Ｓ) (南郷キューピット) (香里丘クラブ)

田中内美愛 久保田彩音 味岡らな 岡田桜奈 亀井柊真 永井佑 吉岡政宗 高嶋信乃介

(イーグレット) (田原スマッシュＢＣ) (田原スマッシュＢＣ)

(スマイルくさかＳ) (南郷キューピット) (南郷キューピット) (スマイル田原Ｓ) (スマイル深野Ｓ)

C-20 C-21 C-22 C-23 C-24 S-1-1 S-2-1 R-1-3 R-1-4 R-2-3
池原彩月 西田絵里依 沼田弥乘 日笠山結愛 徳山奈々 農頭知衣 梅本秋空 竹ノ内莉央
(南郷キューピット) (四條畷学園小学校) (南郷キューピット) (スマイルＢＣ) (南郷キューピット)

(枚方殿一クラブジュニア) (スマイル氷野Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア)

樋渡穂花 三浦志保 岡井璃乃愛 陣川真緒 上田ひかり 古田はなき 加藤茉緒
(スマイルＢＣ) (田原スマッシュＢＣ) (イーグレット) (枚方殿一クラブジュニア)

(スマイルくさかＳ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル深野Ｓ)

C-25 C-26 C-27 C-28 C-29 R-2-4 R-3-3 R-3-4 H-1-3 H-1-4
牧野妃彩 小川七星 成田好寿 岩崎汐月菜 岩本紗季 中村太輔 日高稔仁
(四條畷学園小学校) (スマイルＢＣ) (スマイル氷野Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイルＢＣ) (スマイルＢＣ) (枚方殿一クラブジュニア)

川上実來里 福井優奈 青山瑞希 森愛実 高村若菜 谷愛音 竹原琉音 岸沢佑樹
(スマイルＢＣ) (田原スマッシュＢＣ) (曙川スマッシュ) (すみバ) (スマイル氷野Ｓ) (曙川スマッシュ) (四條畷学園小学校) (スマイルくさかＳ)

C-30 C-31 A-13 A-14 A-15 H-2-3 H-2-4 H-3-3 H-3-4 G-1-3
西加菜衣 谷村暖忠 山口慧大 御手洗駿音 西川倖平 小東遥翔 萱島駿
(イーグレット) (イーグレット) (田原スマッシュＢＣ) (スマイルＢＣ) (南郷キューピット) (スマイルＢＣ) (スマイルＢＣ)

原田小雪 岸上侑聖 木下千彰 佐々木優太 大上颯斗 山下瑛世
(田原スマッシュＢＣ) (イーグレット) (スマイルくさかＳ) (スマイル深野Ｓ) (イーグレット) (枚方殿一クラブジュニア)

開会式　８：４５より
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第６回東部大阪ジュニアバドミントン大会　　　平成３０年１１月２３日
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A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 G-1-4 G-2-3 G-2-4 L-1-3 L-1-4
山川健介 濱裕次郎 熊谷正真 皆見崇翔 大垣芳奈 横山葵
(スマイルＢＣ) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイルＢＣ) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイルＢＣ) (スマイル畷小Ｓ)

宮本拓実 榎宮颯良 剣持亘 佐々木一樹 宮田圭登 東海幸歩 奥山花生
(南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット) (イーグレット) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

B-2 B-3 B-4 B-5 E-5 L-2-3 L-2-4 T-1-3 T-1-4 T-2-3
平井隼 岩崎礼馳 古川裕貴 山崎柊乃 中元紗良 町田穂波 生駒優衣 渡邊怜亜 上山泉心

(スマイルＢＣ) (四條畷学園小学校)

(田原スマッシュＢＣ)

(南郷キューピット)

(枚方殿一クラブジュニア) (スマイル畷小Ｓ) (曙川スマッシュ) (曙川スマッシュ) (曙川スマッシュ)

井手口翔 樋渡優真 山田らん 花城知優 植山恵梨菜 西嶋紗杜 工藤美宇 中條日葉里
(南郷キューピット) (スマイルＢＣ) (上之島ジュニアバドミントン) (スマイル田原Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (田原スマッシュＢＣ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

E-6 F-5 F-6 C-32 C-33 T-2-4 U-1-3 U-1-4 U-2-3 U-2-4
寺嶋柚希 有賀さら 吉海陽菜子 山本美羽 福井蒼実
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (香里丘クラブ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (田原スマッシュＢＣ)

池田七乃花 味岡ゆな 谷步俐 阿部ちづる 佐々木泉美

(スマイル田原Ｓ) (田原スマッシュＢＣ) (曙川スマッシュ) (田原スマッシュＢＣ) (イーグレット)

C-34 C-35 C-36 C-37 C-38 O-1-3 O-1-4 O-2-3 O-2-4 P-1-3
岡井姫菜乃 小国慶子 坪井虹光 田村菜緒 西村紋奈
(イーグレット) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイルＢＣ) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイルＢＣ)

松村璃音 泰地海々優 吉岡愛実 中島咲陽香 尾山結愛
(南郷キューピット) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル諸福Ｓ) (スマイル田原Ｓ)

C-39 A-21 A-22 A-23 A-24 P-1-4 P-2-3 P-2-4 J-3 J-4
柳璃愛 金子紗也 多賀千聖 篠原颯良 亀井柊真

(枚方殿一クラブジュニア) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイル畷小Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット)

高原舞 三島悠暖 岡田桜奈 剣持光 谷口大翔
(スマイル深野Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイルくさかＳ) (南郷キューピット) (スマイル諸福Ｓ)

B-6 B-7 E-決勝 F-決勝 C-40 K-1-2 K-2-2 S-1-2 S-2-2 R-1-5
吉岡政宗 高嶋信乃介 岡井璃乃愛 陣川真緒 上田ひかり
(スマイル田原Ｓ) (スマイル深野Ｓ) (イーグレット) (枚方殿一クラブジュニア)

(スマイルくさかＳ)

市野慶 古川遥己 村上朋香 寺内栞渚 谷麗良
(香里丘クラブ) (田原スマッシュＢＣ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (曙川スマッシュ)

C-41 C-42 C-43 A-25 A-26 R-1-6 R-2-5 R-2-6 R-3-5 R-3-6
農頭知衣 加藤茉緒 竹ノ内莉央 高村若菜 岩崎汐月菜
(枚方殿一クラブジュニア) (スマイル深野Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイル氷野Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア)

古田はなき 松下愛久 森愛実 安西萌 谷愛音
(スマイル田原Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (すみバ) (スマイル田原Ｓ) (曙川スマッシュ)

B-決勝 C-44 C-45 A-決勝 H-1-5 H-1-6 H-2-5 H-2-6 H-3-5 H-3-6
竹原琉音 中村太輔 山口慧大 御手洗駿音 西川倖平 小東遥翔
(四條畷学園小学校) (スマイルＢＣ) (田原スマッシュＢＣ) (スマイルＢＣ) (南郷キューピット) (スマイルＢＣ)

岡本歩大 岸沢佑樹 木下千彰 岸上侑聖 大上颯斗 佐々木優太

(イーグレット) (スマイルくさかＳ) (スマイルくさかＳ) (イーグレット) (イーグレット) (スマイル深野Ｓ)

C-決勝 G-1-5 G-1-6 G-2-5 G-2-6 L-1-5 L-1-6 L-2-5 L-2-6 T-1-5
山下瑛世 萱島駿 佐々木一樹 熊谷正真 東海幸歩 大垣芳奈 花城知優 中元紗良 西嶋紗杜
(枚方殿一クラブジュニア) (スマイルＢＣ) (イーグレット) (スマイルＢＣ) (スマイル田原Ｓ) (スマイルＢＣ) (スマイル田原Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア)

(田原スマッシュＢＣ)

下津凛月 剣持亘 木本貫汰 宮田圭登 市野結 奥山花生 福田好 植山恵梨菜 瀬島萌雛
(スマイル諸福Ｓ) (南郷キューピット) (スマイルくさかＳ) (スマイル諸福Ｓ) (香里丘クラブ) (スマイル諸福Ｓ) (すみバ) (スマイル氷野Ｓ) (すみバ)

T-1-6 T-2-5 T-2-6 U-1-5 U-1-6 U-2-5 U-2-6 O-1-5 O-1-6 O-2-5
生駒優衣 中條日葉里 上山泉心 味岡ゆな 有賀さら 阿部ちづる 山本美羽 松村璃音 岡井姫菜乃 坪井虹光
(曙川スマッシュ) (スマイル諸福Ｓ) (曙川スマッシュ) (田原スマッシュＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (田原スマッシュＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット) (イーグレット) (スマイルＢＣ)

工藤美宇 白石一華 池田七乃花 山崎莉立 谷步俐 平井優 佐々木泉美 木村咲希 泰地海々優 中島咲陽香

(スマイル諸福Ｓ) (イーグレット) (スマイル田原Ｓ) (南郷キューピット) (曙川スマッシュ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (イーグレット) (スマイルくさかＳ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル諸福Ｓ)

O-2-6 P-1-5 P-1-6 P-2-5 P-2-6 J-5 J-6 K-1-3 K-2-3 S-1-3
田村菜緒 尾山結愛 西村紋奈 金子紗也 多賀千聖 剣持光 篠原颯良 西別府弓佑 勝田遥翔 日笠山結愛
(枚方殿一クラブジュニア) (スマイル田原Ｓ) (スマイルＢＣ) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイル畷小Ｓ) (南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット) (香里丘クラブ) (スマイルＢＣ)

吉岡愛実 岡葵生 高原舞 岡田桜奈 三島悠暖 永井佑 谷口大翔 市野慶 古川遥己 村上朋香
(スマイル田原Ｓ) (曙川スマッシュ) (スマイル深野Ｓ) (スマイルくさかＳ) (スマイル氷野Ｓ) (南郷キューピット) (スマイル諸福Ｓ) (香里丘クラブ) (田原スマッシュＢＣ) (スマイル畷小Ｓ)

20

21

22

15

16

17

６～10コート

交流戦（２１点１ゲーム延長なし）

１～５コート

18

19

12

13

14

3



S-2-3 R-1-7 R-1-8 R-2-7 R-2-8 R-3-7 R-3-8 H-1-7 H-1-8 G-1-7
徳山奈々 梅本秋空 上田ひかり 成田好寿 加藤茉緒 岩本紗季 高村若菜 日高稔仁 竹原琉音 濱裕次郎
(南郷キューピット) (スマイル氷野Ｓ) (スマイルくさかＳ) (スマイル氷野Ｓ) (スマイル深野Ｓ) (スマイルＢＣ) (スマイル氷野Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア)

(四條畷学園小学校)

(枚方殿一クラブジュニア)

寺内栞渚 谷麗良 古田はなき 松下愛久 森愛実 安西萌 谷愛音 岡本歩大 岸沢佑樹 下津凛月
(スマイル氷野Ｓ) (曙川スマッシュ) (スマイル田原Ｓ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (すみバ) (スマイル田原Ｓ) (曙川スマッシュ) (イーグレット) (スマイルくさかＳ) (スマイル諸福Ｓ)

G-1-8 G-2-7 G-2-8 L-1-7 L-1-8 L-2-7 L-2-8 T-1-7 T-1-8 T-2-7
山下瑛世 皆見崇翔 佐々木一樹 横山葵 東海幸歩 町田穂波 花城知優 渡邊怜亜 西嶋紗杜 寺嶋柚希
(枚方殿一クラブジュニア) (枚方殿一クラブジュニア) (イーグレット) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル畷小Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (曙川スマッシュ) (田原スマッシュＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ)

剣持亘 木本貫汰 宮田圭登 市野結 奥山花生 福田好 植山恵梨菜 瀬島萌雛 工藤美宇 白石一華
(南郷キューピット) (スマイルくさかＳ) (スマイル諸福Ｓ) (香里丘クラブ) (スマイル諸福Ｓ) (すみバ) (スマイル氷野Ｓ) (すみバ) (スマイル諸福Ｓ) (イーグレット)

T-2-8 U-1-7 U-1-8 U-2-7 U-2-8 O-1-7 O-1-8 P-1-7 P-1-8 J-7
中條日葉里 吉海陽菜子 味岡ゆな 福井蒼実 阿部ちづる 小国慶子 松村璃音 柳璃愛 尾山結愛 亀井柊真
(スマイル諸福Ｓ) (香里丘クラブ) (田原スマッシュＢＣ) (田原スマッシュＢＣ) (田原スマッシュＢＣ)

(枚方殿一クラブジュニア)

(南郷キューピット)

(枚方殿一クラブジュニア) (スマイル田原Ｓ) (南郷キューピット)

池田七乃花 山崎莉立 谷步俐 平井優 佐々木泉美 木村咲希 泰地海々優 岡葵生 高原舞 永井佑
(スマイル田原Ｓ) (南郷キューピット) (曙川スマッシュ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (イーグレット) (スマイルくさかＳ) (スマイル畷小Ｓ) (曙川スマッシュ) (スマイル深野Ｓ) (南郷キューピット)

J-8 K-順位決定戦 S-順位決定戦 R-1-9 R-1-10 R-2-9 R-2-10 R-3-9 R-3-10 H-1-9
剣持光 農頭知衣 梅本秋空 竹ノ内莉央 成田好寿 岩崎汐月菜 岩本紗季 中村太輔

(南郷キューピット)

(枚方殿一クラブジュニア) (スマイル氷野Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイル氷野Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイルＢＣ) (スマイルＢＣ)

谷口大翔 谷麗良 上田ひかり 松下愛久 加藤茉緒 安西萌 高村若菜 岡本歩大
(スマイル諸福Ｓ) (曙川スマッシュ) (スマイルくさかＳ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (スマイル深野Ｓ) (スマイル田原Ｓ) (スマイル氷野Ｓ) (イーグレット)

H-1-10 G-1-9 G-1-10 G-2-9 G-2-10 L-1-9 L-1-10 L-2-9 L-2-10 T-1-9
日高稔仁 萱島駿 濱裕次郎 熊谷正真 皆見崇翔 大垣芳奈 横山葵 中元紗良 町田穂波 生駒優衣
(枚方殿一クラブジュニア) (スマイルＢＣ) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイルＢＣ) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイルＢＣ) (スマイル畷小Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイル畷小Ｓ) (曙川スマッシュ)

竹原琉音 下津凛月 山下瑛世 木本貫汰 佐々木一樹 市野結 東海幸歩 福田好 花城知優 瀬島萌雛
(四條畷学園小学校) (スマイル諸福Ｓ) (枚方殿一クラブジュニア)

(スマイルくさかＳ) (イーグレット) (香里丘クラブ) (スマイル田原Ｓ) (すみバ) (スマイル田原Ｓ) (すみバ)
T-1-10 T-2-9 T-2-10 U-1-9 U-1-10 U-2-9 U-2-10 O-1-9 O-1-10 P-1-9
渡邊怜亜 上山泉心 寺嶋柚希 有賀さら 吉海陽菜子 山本美羽 福井蒼実 岡井姫菜乃 小国慶子 西村紋奈
(曙川スマッシュ) (曙川スマッシュ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (香里丘クラブ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (田原スマッシュＢＣ) (イーグレット) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイルＢＣ)

西嶋紗杜 白石一華 中條日葉里 山崎莉立 味岡ゆな 平井優 阿部ちづる 木村咲希 松村璃音 岡葵生
(田原スマッシュＢＣ) (イーグレット) (スマイル諸福Ｓ) (南郷キューピット) (田原スマッシュＢＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (田原スマッシュＢＣ)

(スマイルくさかＳ) (南郷キューピット) (曙川スマッシュ)

P-1-10 J-9 J-10 R-1 H-1 G-決勝 L-決勝 T-決勝 U-決勝 O-決勝
柳璃愛 篠原颯良 亀井柊真

(枚方殿一クラブジュニア) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット)

尾山結愛 永井佑 剣持光
(スマイル田原Ｓ) (南郷キューピット) (南郷キューピット)

P-決勝 R-決勝 H-決勝

28

29

26

27

１～５コート ６～10コート

24

25

30

23
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Ａ－小学５，６年生男子シングルスＡ－小学５，６年生男子シングルスＡ－小学５，６年生男子シングルスＡ－小学５，６年生男子シングルス

Ｂ－小学４年生以下男子シングルスＢ－小学４年生以下男子シングルスＢ－小学４年生以下男子シングルスＢ－小学４年生以下男子シングルス

谷村 暖忠谷村 暖忠谷村 暖忠谷村 暖忠 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

遠山 賢心遠山 賢心遠山 賢心遠山 賢心 (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

1111

森本 凛空森本 凛空森本 凛空森本 凛空 (四條畷学園小学校）(四條畷学園小学校）(四條畷学園小学校）(四條畷学園小学校）

網干 朋希網干 朋希網干 朋希網干 朋希 (ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）

新井 孝聡新井 孝聡新井 孝聡新井 孝聡 (D☆ARMY）(D☆ARMY）(D☆ARMY）(D☆ARMY）

若松 瑚汰郎若松 瑚汰郎若松 瑚汰郎若松 瑚汰郎 (OSAKA  CBC  Jr.）(OSAKA  CBC  Jr.）(OSAKA  CBC  Jr.）(OSAKA  CBC  Jr.）

真砂 佑澄真砂 佑澄真砂 佑澄真砂 佑澄 (柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）

木原 樹木原 樹木原 樹木原 樹 (ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）

渡辺 幹大渡辺 幹大渡辺 幹大渡辺 幹大 (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

水木 晶水木 晶水木 晶水木 晶 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

吉田 晴成吉田 晴成吉田 晴成吉田 晴成 (柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）

古川 香月古川 香月古川 香月古川 香月 (田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）

佐藤 大心佐藤 大心佐藤 大心佐藤 大心 (ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）

宮本 拓実宮本 拓実宮本 拓実宮本 拓実 (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

山川 健介山川 健介山川 健介山川 健介 (ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）

池田 悠翔池田 悠翔池田 悠翔池田 悠翔 (柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）

伊藤 瑠偉輝伊藤 瑠偉輝伊藤 瑠偉輝伊藤 瑠偉輝 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

藤本 桐生藤本 桐生藤本 桐生藤本 桐生 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

稲葉 倖輔稲葉 倖輔稲葉 倖輔稲葉 倖輔 (ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）

大前 響大前 響大前 響大前 響 (OSAKA  CBC  Jr.）(OSAKA  CBC  Jr.）(OSAKA  CBC  Jr.）(OSAKA  CBC  Jr.）

薮川 十夢薮川 十夢薮川 十夢薮川 十夢 (曙川ｽﾏｯｼｭ）(曙川ｽﾏｯｼｭ）(曙川ｽﾏｯｼｭ）(曙川ｽﾏｯｼｭ）

中村 優希中村 優希中村 優希中村 優希 (田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）

河添 慎河添 慎河添 慎河添 慎 (ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）

(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

栗山 聡大栗山 聡大栗山 聡大栗山 聡大 (ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）

藤原 徠名藤原 徠名藤原 徠名藤原 徠名 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

森本 空凛森本 空凛森本 空凛森本 空凛 (四條畷学園小学校）(四條畷学園小学校）(四條畷学園小学校）(四條畷学園小学校）

榎宮 颯良榎宮 颯良榎宮 颯良榎宮 颯良 (D☆ARMY）(D☆ARMY）(D☆ARMY）(D☆ARMY）

2222

3333

4444

5555

6666

出原 雅行出原 雅行出原 雅行出原 雅行

7777

8888

9999

10101010

11111111

12121212

16161616

17171717

18181818

19191919

20202020

21212121

22222222

23232323

24242424

25252525 26262626

27272727

13131313

14141414

15151515

2222

(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）

岩崎 礼馳岩崎 礼馳岩崎 礼馳岩崎 礼馳 (四條畷学園小学校）(四條畷学園小学校）(四條畷学園小学校）(四條畷学園小学校）

3333

平井 隼平井 隼平井 隼平井 隼 (ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）

1111

4444味岡 樹哉味岡 樹哉味岡 樹哉味岡 樹哉 (田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）

古川 裕貴古川 裕貴古川 裕貴古川 裕貴 (田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）

樋渡 優真樋渡 優真樋渡 優真樋渡 優真 (ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）

5555

6666

井手口 翔井手口 翔井手口 翔井手口 翔 (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

尾山 哲平尾山 哲平尾山 哲平尾山 哲平 7777

8888 山崎 柊乃山崎 柊乃山崎 柊乃山崎 柊乃 (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

山田 らん山田 らん山田 らん山田 らん (上之島ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）

(上之島ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）(上之島ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）

(上之島ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）

5



Ｃ－小学５，６年生女子シングルスＣ－小学５，６年生女子シングルスＣ－小学５，６年生女子シングルスＣ－小学５，６年生女子シングルス

池田 美和池田 美和池田 美和池田 美和 (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

竹谷 奈南竹谷 奈南竹谷 奈南竹谷 奈南 (香里丘ｸﾗﾌﾞ）(香里丘ｸﾗﾌﾞ）(香里丘ｸﾗﾌﾞ）(香里丘ｸﾗﾌﾞ）

北辻 捺稀 (D☆ARMY）

吉野 莉世吉野 莉世吉野 莉世吉野 莉世 (ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）

中井 茉愛中井 茉愛中井 茉愛中井 茉愛 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

久保田 彩音久保田 彩音久保田 彩音久保田 彩音 (田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）

岡部 真心岡部 真心岡部 真心岡部 真心 (D☆ARMY）(D☆ARMY）(D☆ARMY）(D☆ARMY）

中川 優那中川 優那中川 優那中川 優那 (香里丘ｸﾗﾌﾞ）(香里丘ｸﾗﾌﾞ）(香里丘ｸﾗﾌﾞ）(香里丘ｸﾗﾌﾞ）

大田 紗羽大田 紗羽大田 紗羽大田 紗羽 (ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）

村田 美来村田 美来村田 美来村田 美来 (曙川ｽﾏｯｼｭ）(曙川ｽﾏｯｼｭ）(曙川ｽﾏｯｼｭ）(曙川ｽﾏｯｼｭ）

山崎 愛菜山崎 愛菜山崎 愛菜山崎 愛菜 (枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

味岡 らな味岡 らな味岡 らな味岡 らな (田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）

池原 彩月池原 彩月池原 彩月池原 彩月 (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

藤川 莉愛藤川 莉愛藤川 莉愛藤川 莉愛 (香里丘ｸﾗﾌﾞ）(香里丘ｸﾗﾌﾞ）(香里丘ｸﾗﾌﾞ）(香里丘ｸﾗﾌﾞ）

吉野 朝美吉野 朝美吉野 朝美吉野 朝美 (柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）

下馬場茉迪 (曙川ｽﾏｯｼｭ）

堺 優子 (OSAKA  CBC  Jr.）

樋渡 穂花 (ｽﾏｲﾙBC）

西田 絵里依 (四條畷学園小学校）

中津 明優 (枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

伊藤 瑚々 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

柚木脇 菜月 (OSAKA  CBC  Jr.）

中橋 音帆羽 (ｽﾏｲﾙBC）

三浦 志保 (田原ｽﾏｯｼｭBC）

沼田 弥乘 (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

新藤 彩音 (田原ｽﾏｯｼｭBC）

上山 亜紀 (すみﾊﾞ）

岡田 優芽 (柏原ｼﾞｭﾆｱ）

川上 実來里 (ｽﾏｲﾙBC）

牧野 妃彩 (四條畷学園小学校）

町田 陽菜 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

皿谷 このみ (枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

澤村 月那 (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

吉海 佐和子 (香里丘ｸﾗﾌﾞ）

福井 優奈 (田原ｽﾏｯｼｭBC）

小川 七星 (ｽﾏｲﾙBC）

田尾 玲良 (枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

宇野 幸 (すみﾊﾞ）

山下 虹花 (田原ｽﾏｯｼｭBC）

末永 星架 (OSAKA  CBC  Jr.）

青山 瑞希 (曙川ｽﾏｯｼｭ）

西 加菜衣 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

尾山 ななみ (柏原ｼﾞｭﾆｱ）

大塚 和奏 (OSAKA  CBC  Jr.）

木綱 愛瑠 (枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

千本木 由那 (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

原田 小雪 (田原ｽﾏｯｼｭBC）

1111

2222

3333

4444
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Ｇ－初心者小学年生男子シングルスＧ－初心者小学年生男子シングルスＧ－初心者小学年生男子シングルスＧ－初心者小学年生男子シングルス

Ｅ－小学４年生女子シングルスＥ－小学４年生女子シングルスＥ－小学４年生女子シングルスＥ－小学４年生女子シングルス

Ｆ－小学３年生以下女子シングルスＦ－小学３年生以下女子シングルスＦ－小学３年生以下女子シングルスＦ－小学３年生以下女子シングルス

山田 唯葉山田 唯葉山田 唯葉山田 唯葉 (D☆ARMY）(D☆ARMY）(D☆ARMY）(D☆ARMY）

岡田 実愛岡田 実愛岡田 実愛岡田 実愛 (柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）

1111

堀切 愛加堀切 愛加堀切 愛加堀切 愛加 (OSAKA  CBC  Jr.）(OSAKA  CBC  Jr.）(OSAKA  CBC  Jr.）(OSAKA  CBC  Jr.）

横井 真愛横井 真愛横井 真愛横井 真愛 (枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

若松 花夏若松 花夏若松 花夏若松 花夏 (OSAKA  CBC  Jr.）(OSAKA  CBC  Jr.）(OSAKA  CBC  Jr.）(OSAKA  CBC  Jr.）

出水 結菜出水 結菜出水 結菜出水 結菜 (枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

木村 果恋木村 果恋木村 果恋木村 果恋 (D☆ARMY）(D☆ARMY）(D☆ARMY）(D☆ARMY）

二宮 颯希二宮 颯希二宮 颯希二宮 颯希 (ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）

2222

3333

4444

5555 6666

7777

小川 陽向小川 陽向小川 陽向小川 陽向 (ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）(ｽﾏｲﾙBC）

藤原 和来藤原 和来藤原 和来藤原 和来 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

1111

牧野 蒼萊牧野 蒼萊牧野 蒼萊牧野 蒼萊 (柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）

高杉 和花高杉 和花高杉 和花高杉 和花 (D☆ARMY）(D☆ARMY）(D☆ARMY）(D☆ARMY）

大西 恵満大西 恵満大西 恵満大西 恵満 (田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）(田原ｽﾏｯｼｭBC）

吉田 桜々吉田 桜々吉田 桜々吉田 桜々 (柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）(柏原ｼﾞｭﾆｱ）

千本木 彩音千本木 彩音千本木 彩音千本木 彩音 (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

田中 内美愛田中 内美愛田中 内美愛田中 内美愛 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

2222

3333

4444

5555 6666

7777

Ｇ－初心者小学年生男子シングルス

Ｇ－初心者小学年生男子シングルスＧ－初心者小学年生男子シングルス

Ｇ－初心者小学年生男子シングルス

１ブロック１ブロック１ブロック１ブロック
1111 3333 6666 9999

(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)
1111 10101010 4444 7777

(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)

3333 10101010 8888 5555

(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)

6666 4444 8888 2222

(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)

9999 7777 5555 2222

(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位萱島萱島萱島萱島

萱島 駿萱島 駿萱島 駿萱島 駿

濱濱濱濱

濱 裕次郎濱 裕次郎濱 裕次郎濱 裕次郎

山下山下山下山下

山下 瑛世山下 瑛世山下 瑛世山下 瑛世

剣持剣持剣持剣持

剣持 亘剣持 亘剣持 亘剣持 亘

下津下津下津下津

下津 凛月下津 凛月下津 凛月下津 凛月

Ｇ－初心者小学年生男子シングルス

Ｇ－初心者小学年生男子シングルスＧ－初心者小学年生男子シングルス

Ｇ－初心者小学年生男子シングルス

２ブロック２ブロック２ブロック２ブロック
1111 3333 6666 9999

(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)
1111 10101010 4444 7777

(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)

3333 10101010 8888 5555

(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)
6666 4444 8888 2222

(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)

9999 7777 5555 2222

(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)

熊谷 正真熊谷 正真熊谷 正真熊谷 正真

皆見 崇翔皆見 崇翔皆見 崇翔皆見 崇翔

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位熊谷熊谷熊谷熊谷 皆見皆見皆見皆見 宮田宮田宮田宮田

宮田 圭登宮田 圭登宮田 圭登宮田 圭登

木本木本木本木本

木本 貫汰木本 貫汰木本 貫汰木本 貫汰

佐々木佐々木佐々木佐々木

佐々木 一樹佐々木 一樹佐々木 一樹佐々木 一樹

7



Ｈ－初心者小学年生男子シングルスＨ－初心者小学年生男子シングルスＨ－初心者小学年生男子シングルスＨ－初心者小学年生男子シングルス

（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）

決勝決勝決勝決勝

1111

（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）

（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）

Ｈ－初心者小学年生男子シングルス

Ｈ－初心者小学年生男子シングルスＨ－初心者小学年生男子シングルス

Ｈ－初心者小学年生男子シングルス

１ブロック１ブロック１ブロック１ブロック
1111 3333 6666 9999

(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)
1111 10101010 4444 7777

(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)

3333 10101010 8888 5555

(四條畷学園小学校)(四條畷学園小学校)(四條畷学園小学校)(四條畷学園小学校)

6666 4444 8888 2222

(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)

9999 7777 5555 2222

(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)

中村 太輔中村 太輔中村 太輔中村 太輔

中村中村中村中村 日高日高日高日高 竹原竹原竹原竹原 岸沢岸沢岸沢岸沢 勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位岡本岡本岡本岡本

岸沢 佑樹岸沢 佑樹岸沢 佑樹岸沢 佑樹

日高 稔仁日高 稔仁日高 稔仁日高 稔仁

岡本 歩大岡本 歩大岡本 歩大岡本 歩大

竹原 琉音竹原 琉音竹原 琉音竹原 琉音

Ｈ－初心者小学年生男子シングルス

Ｈ－初心者小学年生男子シングルスＨ－初心者小学年生男子シングルス

Ｈ－初心者小学年生男子シングルス

２ブロック２ブロック２ブロック２ブロック
1111 3333 5555

(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)

1111 6666 4444

(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)
3333 6666 2222

(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)
5555 4444 2222

(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)

御手洗御手洗御手洗御手洗

御手洗 駿音御手洗 駿音御手洗 駿音御手洗 駿音

山口山口山口山口 岸上岸上岸上岸上

山口 慧大山口 慧大山口 慧大山口 慧大

岸上 侑聖岸上 侑聖岸上 侑聖岸上 侑聖

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位木下木下木下木下

木下 千彰木下 千彰木下 千彰木下 千彰

Ｈ－初心者小学年生男子シングルス

Ｈ－初心者小学年生男子シングルスＨ－初心者小学年生男子シングルス

Ｈ－初心者小学年生男子シングルス

３ブロック３ブロック３ブロック３ブロック
1111 3333 5555

(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)

1111 6666 4444

(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)
3333 6666 2222

(スマイル深野Ｓ)(スマイル深野Ｓ)(スマイル深野Ｓ)(スマイル深野Ｓ)

5555 4444 2222

(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位西川西川西川西川 小東小東小東小東

西川 倖平西川 倖平西川 倖平西川 倖平

小東 遥翔小東 遥翔小東 遥翔小東 遥翔

佐々木佐々木佐々木佐々木

佐々木 優太佐々木 優太佐々木 優太佐々木 優太

大上大上大上大上

大上 颯斗大上 颯斗大上 颯斗大上 颯斗
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Ｊ－初心者小学年生男子シングルスＪ－初心者小学年生男子シングルスＪ－初心者小学年生男子シングルスＪ－初心者小学年生男子シングルス

Ｋ－初心者小学年生男子シングルスＫ－初心者小学年生男子シングルスＫ－初心者小学年生男子シングルスＫ－初心者小学年生男子シングルス

決勝決勝決勝決勝

1111

2222各ブロックの優勝者で抽各ブロックの優勝者で抽各ブロックの優勝者で抽各ブロックの優勝者で抽
選して、組み合わせを決選して、組み合わせを決選して、組み合わせを決選して、組み合わせを決

めます。めます。めます。めます。

1111 3333 6666 9999

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
1111 10101010 4444 7777

(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)

3333 10101010 8888 5555

(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)

6666 4444 8888 2222

(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)

9999 7777 5555 2222

(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)

Ｊ－初心者小学年生男子シングルス

Ｊ－初心者小学年生男子シングルスＪ－初心者小学年生男子シングルス

Ｊ－初心者小学年生男子シングルス 篠原篠原篠原篠原

篠原 颯良篠原 颯良篠原 颯良篠原 颯良

剣持剣持剣持剣持 勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位亀井亀井亀井亀井 谷口谷口谷口谷口

谷口 大翔谷口 大翔谷口 大翔谷口 大翔

亀井 柊真亀井 柊真亀井 柊真亀井 柊真

永井永井永井永井

永井 佑永井 佑永井 佑永井 佑

剣持 光剣持 光剣持 光剣持 光

Ｋ－初心者小学年生男子シングルス

Ｋ－初心者小学年生男子シングルスＫ－初心者小学年生男子シングルス

Ｋ－初心者小学年生男子シングルス

１ブロック１ブロック１ブロック１ブロック
1111 3333

(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)

1111 2222

(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)

3333 2222

(香里丘クラブ)(香里丘クラブ)(香里丘クラブ)(香里丘クラブ)

Ｋ－初心者小学年生男子シングルス

Ｋ－初心者小学年生男子シングルスＫ－初心者小学年生男子シングルス

Ｋ－初心者小学年生男子シングルス

２ブロック２ブロック２ブロック２ブロック
1111 3333

(香里丘クラブ)(香里丘クラブ)(香里丘クラブ)(香里丘クラブ)
1111 2222

(スマイル深野Ｓ)(スマイル深野Ｓ)(スマイル深野Ｓ)(スマイル深野Ｓ)

3333 2222

(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位西別府西別府西別府西別府

西別府 弓佑西別府 弓佑西別府 弓佑西別府 弓佑

古川古川古川古川

吉岡吉岡吉岡吉岡

吉岡 政宗吉岡 政宗吉岡 政宗吉岡 政宗

市野市野市野市野

市野 慶市野 慶市野 慶市野 慶

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位勝田勝田勝田勝田 高嶋高嶋高嶋高嶋

古川 遥己古川 遥己古川 遥己古川 遥己

勝田 遥翔勝田 遥翔勝田 遥翔勝田 遥翔

高嶋 信乃介高嶋 信乃介高嶋 信乃介高嶋 信乃介
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Ｌ－初心者小学年生女子シングルスＬ－初心者小学年生女子シングルスＬ－初心者小学年生女子シングルスＬ－初心者小学年生女子シングルス

Ｌ－初心者小学年生女子シングルス

Ｌ－初心者小学年生女子シングルスＬ－初心者小学年生女子シングルス

Ｌ－初心者小学年生女子シングルス

１ブロック１ブロック１ブロック１ブロック
1111 3333 6666 9999

(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)
1111 10101010 4444 7777

(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)

3333 10101010 8888 5555

(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)

6666 4444 8888 2222

(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)

9999 7777 5555 2222

(香里丘クラブ)(香里丘クラブ)(香里丘クラブ)(香里丘クラブ)

Ｌ－初心者小学年生女子シングルス

Ｌ－初心者小学年生女子シングルスＬ－初心者小学年生女子シングルス

Ｌ－初心者小学年生女子シングルス

２ブロック２ブロック２ブロック２ブロック
1111 3333 6666 9999

(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)

1111 10101010 4444 7777

(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)

3333 10101010 8888 5555

(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)

6666 4444 8888 2222

(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)

9999 7777 5555 2222

(すみバ)(すみバ)(すみバ)(すみバ)

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位大垣大垣大垣大垣

大垣 芳奈大垣 芳奈大垣 芳奈大垣 芳奈

横山横山横山横山

横山 葵横山 葵横山 葵横山 葵

東海東海東海東海

東海 幸歩東海 幸歩東海 幸歩東海 幸歩

奥山奥山奥山奥山

奥山 花生奥山 花生奥山 花生奥山 花生

市野市野市野市野

市野 結市野 結市野 結市野 結

中元 紗良中元 紗良中元 紗良中元 紗良

町田 穂波町田 穂波町田 穂波町田 穂波

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位中元中元中元中元 町田町田町田町田 植山植山植山植山

植山 恵梨菜植山 恵梨菜植山 恵梨菜植山 恵梨菜

福田福田福田福田

福田 好福田 好福田 好福田 好

花城花城花城花城

花城 知優花城 知優花城 知優花城 知優

（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位） （１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位） （１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）

（１ブロックの２位）（１ブロックの２位）（１ブロックの２位）（１ブロックの２位）

1111

（２ブロックの２位）（２ブロックの２位）（２ブロックの２位）（２ブロックの２位）

（１ブロックの３位）（１ブロックの３位）（１ブロックの３位）（１ブロックの３位）

1111

（２ブロックの３位）（２ブロックの３位）（２ブロックの３位）（２ブロックの３位）

順位決定戦順位決定戦順位決定戦順位決定戦

1111

（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）

（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）

（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）

決勝決勝決勝決勝

1111

（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）

（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）
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Ｐ－初心者小学年生女子シングルスＰ－初心者小学年生女子シングルスＰ－初心者小学年生女子シングルスＰ－初心者小学年生女子シングルス

Ｏ－初心者小学年生女子シングルスＯ－初心者小学年生女子シングルスＯ－初心者小学年生女子シングルスＯ－初心者小学年生女子シングルス

Ｏ－初心者小学年生女子シングルス

Ｏ－初心者小学年生女子シングルスＯ－初心者小学年生女子シングルス

Ｏ－初心者小学年生女子シングルス

１ブロック１ブロック１ブロック１ブロック
1111 3333 6666 9999

(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)
1111 10101010 4444 7777

(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)

3333 10101010 8888 5555

(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)

6666 4444 8888 2222

(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)

9999 7777 5555 2222

(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)

Ｏ－初心者小学年生女子シングルス

Ｏ－初心者小学年生女子シングルスＯ－初心者小学年生女子シングルス

Ｏ－初心者小学年生女子シングルス

２ブロック２ブロック２ブロック２ブロック
1111 3333 5555

(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)
1111 6666 4444

(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)

3333 6666 2222

(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)

5555 4444 2222

(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)

岡井 姫菜乃岡井 姫菜乃岡井 姫菜乃岡井 姫菜乃

岡井岡井岡井岡井 小国小国小国小国 松村松村松村松村 泰地泰地泰地泰地 勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位木村木村木村木村

泰地 海々優泰地 海々優泰地 海々優泰地 海々優

小国 慶子小国 慶子小国 慶子小国 慶子

田村田村田村田村

田村 菜緒田村 菜緒田村 菜緒田村 菜緒

坪井坪井坪井坪井

木村 咲希木村 咲希木村 咲希木村 咲希

吉岡吉岡吉岡吉岡

坪井 虹光坪井 虹光坪井 虹光坪井 虹光

吉岡 愛実吉岡 愛実吉岡 愛実吉岡 愛実

松村 璃音松村 璃音松村 璃音松村 璃音

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位中島中島中島中島

中島 咲陽香中島 咲陽香中島 咲陽香中島 咲陽香

（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）

決勝決勝決勝決勝

1111

（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）

（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）

Ｐ－初心者小学年生女子シングルス

Ｐ－初心者小学年生女子シングルスＰ－初心者小学年生女子シングルス

Ｐ－初心者小学年生女子シングルス

１ブロック１ブロック１ブロック１ブロック
1111 3333 6666 9999

(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)
1111 10101010 4444 7777

(枚方殿一クラブジュニア)

(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)

(枚方殿一クラブジュニア)

3333 10101010 8888 5555

(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)

6666 4444 8888 2222

(スマイル深野Ｓ)(スマイル深野Ｓ)(スマイル深野Ｓ)(スマイル深野Ｓ)

9999 7777 5555 2222

(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)

西村 紋奈西村 紋奈西村 紋奈西村 紋奈

西村西村西村西村 柳柳柳柳 尾山尾山尾山尾山 高原高原高原高原 勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位岡岡岡岡

高原 舞高原 舞高原 舞高原 舞

柳 璃愛柳 璃愛柳 璃愛柳 璃愛

岡 葵生岡 葵生岡 葵生岡 葵生

尾山 結愛尾山 結愛尾山 結愛尾山 結愛
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Ｒ－初心者小学年生女子シングルスＲ－初心者小学年生女子シングルスＲ－初心者小学年生女子シングルスＲ－初心者小学年生女子シングルス

Ｐ－初心者小学年生女子シングルス

Ｐ－初心者小学年生女子シングルスＰ－初心者小学年生女子シングルス

Ｐ－初心者小学年生女子シングルス

２ブロック２ブロック２ブロック２ブロック
1111 3333 5555

(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)

1111 6666 4444

(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)

3333 6666 2222

(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)

5555 4444 2222

(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)

多賀多賀多賀多賀

多賀 千聖多賀 千聖多賀 千聖多賀 千聖

金子金子金子金子 三島三島三島三島

金子 紗也金子 紗也金子 紗也金子 紗也

三島 悠暖三島 悠暖三島 悠暖三島 悠暖

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位岡田岡田岡田岡田

岡田 桜奈岡田 桜奈岡田 桜奈岡田 桜奈

（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）

決勝決勝決勝決勝

1111

（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）

（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）

Ｒ－初心者小学年生女子シングルス

Ｒ－初心者小学年生女子シングルスＲ－初心者小学年生女子シングルス

Ｒ－初心者小学年生女子シングルス

１ブロック１ブロック１ブロック１ブロック
1111 3333 6666 9999

(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)

1111 10101010 4444 7777

(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)

3333 10101010 8888 5555

(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)(スマイルくさかＳ)

6666 4444 8888 2222

(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)

9999 7777 5555 2222

(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)

Ｒ－初心者小学年生女子シングルス

Ｒ－初心者小学年生女子シングルスＲ－初心者小学年生女子シングルス

Ｒ－初心者小学年生女子シングルス

２ブロック２ブロック２ブロック２ブロック
1111 3333 6666 9999

(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)

1111 10101010 4444 7777

(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)

3333 10101010 8888 5555

(スマイル深野Ｓ)(スマイル深野Ｓ)(スマイル深野Ｓ)(スマイル深野Ｓ)

6666 4444 8888 2222

(すみバ)(すみバ)(すみバ)(すみバ)
9999 7777 5555 2222

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位農頭農頭農頭農頭

農頭 知衣農頭 知衣農頭 知衣農頭 知衣

梅本梅本梅本梅本

梅本 秋空梅本 秋空梅本 秋空梅本 秋空

上田上田上田上田

上田 ひかり上田 ひかり上田 ひかり上田 ひかり

古田古田古田古田

古田 はなき古田 はなき古田 はなき古田 はなき

谷谷谷谷

谷 麗良谷 麗良谷 麗良谷 麗良

竹ノ内 莉央竹ノ内 莉央竹ノ内 莉央竹ノ内 莉央

成田 好寿成田 好寿成田 好寿成田 好寿

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位竹ノ内竹ノ内竹ノ内竹ノ内 成田成田成田成田 森森森森

森 愛実森 愛実森 愛実森 愛実

松下松下松下松下

松下 愛久松下 愛久松下 愛久松下 愛久

加藤加藤加藤加藤

加藤 茉緒加藤 茉緒加藤 茉緒加藤 茉緒

12



Ｓ－初心者小学年生女子シングルスＳ－初心者小学年生女子シングルスＳ－初心者小学年生女子シングルスＳ－初心者小学年生女子シングルス

Ｒ－初心者小学年生女子シングルス

Ｒ－初心者小学年生女子シングルスＲ－初心者小学年生女子シングルス

Ｒ－初心者小学年生女子シングルス

３ブロック３ブロック３ブロック３ブロック
1111 3333 6666 9999

(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)

1111 10101010 4444 7777

(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)
3333 10101010 8888 5555

(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)

6666 4444 8888 2222

(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)

9999 7777 5555 2222

(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗岩本岩本岩本岩本 順　位順　位順　位順　位岩崎岩崎岩崎岩崎

岩崎 汐月菜岩崎 汐月菜岩崎 汐月菜岩崎 汐月菜

高村 若菜高村 若菜高村 若菜高村 若菜

岩本 紗季岩本 紗季岩本 紗季岩本 紗季

谷谷谷谷

谷 愛音谷 愛音谷 愛音谷 愛音

安西安西安西安西

安西 萌安西 萌安西 萌安西 萌

高村高村高村高村

決勝決勝決勝決勝

1111

2222各ブロックの優勝者で抽各ブロックの優勝者で抽各ブロックの優勝者で抽各ブロックの優勝者で抽
選して、組み合わせを決選して、組み合わせを決選して、組み合わせを決選して、組み合わせを決

めます。めます。めます。めます。

Ｓ－初心者小学年生女子シングルス

Ｓ－初心者小学年生女子シングルスＳ－初心者小学年生女子シングルス

Ｓ－初心者小学年生女子シングルス

１ブロック１ブロック１ブロック１ブロック
1111 3333

(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)(スマイルＢＣ)
1111 2222

(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)
3333 2222

(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)(スマイル畷小Ｓ)

Ｓ－初心者小学年生女子シングルス

Ｓ－初心者小学年生女子シングルスＳ－初心者小学年生女子シングルス

Ｓ－初心者小学年生女子シングルス

２ブロック２ブロック２ブロック２ブロック
1111 3333

(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)

1111 2222

(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)(枚方殿一クラブジュニア)

3333 2222

(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)(スマイル氷野Ｓ)

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位日笠山日笠山日笠山日笠山

日笠山 結愛日笠山 結愛日笠山 結愛日笠山 結愛

寺内寺内寺内寺内

岡井岡井岡井岡井

岡井 璃乃愛岡井 璃乃愛岡井 璃乃愛岡井 璃乃愛

村上村上村上村上

村上 朋香村上 朋香村上 朋香村上 朋香

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位徳山徳山徳山徳山 陣川陣川陣川陣川

寺内 栞渚寺内 栞渚寺内 栞渚寺内 栞渚

徳山 奈々徳山 奈々徳山 奈々徳山 奈々

陣川 真緒陣川 真緒陣川 真緒陣川 真緒

（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位） （１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位） （１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）

（１ブロックの２位）（１ブロックの２位）（１ブロックの２位）（１ブロックの２位）

1111

（２ブロックの２位）（２ブロックの２位）（２ブロックの２位）（２ブロックの２位）

（１ブロックの３位）（１ブロックの３位）（１ブロックの３位）（１ブロックの３位）

1111

（２ブロックの３位）（２ブロックの３位）（２ブロックの３位）（２ブロックの３位）

順位決定戦順位決定戦順位決定戦順位決定戦

1111

（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）

（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）
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Ｔ－初心者小学年生女子シングルスＴ－初心者小学年生女子シングルスＴ－初心者小学年生女子シングルスＴ－初心者小学年生女子シングルス

Ｕ－初心者小学年生女子シングルスＵ－初心者小学年生女子シングルスＵ－初心者小学年生女子シングルスＵ－初心者小学年生女子シングルス

Ｔ－初心者小学年生女子シングルス

Ｔ－初心者小学年生女子シングルスＴ－初心者小学年生女子シングルス

Ｔ－初心者小学年生女子シングルス

１ブロック１ブロック１ブロック１ブロック
1111 3333 6666 9999

(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)

1111 10101010 4444 7777

(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)

3333 10101010 8888 5555

(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)

6666 4444 8888 2222

(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)

9999 7777 5555 2222

(すみバ)(すみバ)(すみバ)(すみバ)

Ｔ－初心者小学年生女子シングルス

Ｔ－初心者小学年生女子シングルスＴ－初心者小学年生女子シングルス

Ｔ－初心者小学年生女子シングルス

２ブロック２ブロック２ブロック２ブロック
1111 3333 6666 9999

(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)

1111 10101010 4444 7777

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
3333 10101010 8888 5555

(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)(スマイル諸福Ｓ)

6666 4444 8888 2222

(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)(スマイル田原Ｓ)

9999 7777 5555 2222

(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位生駒生駒生駒生駒

生駒 優衣生駒 優衣生駒 優衣生駒 優衣

渡邊渡邊渡邊渡邊

渡邊 怜亜渡邊 怜亜渡邊 怜亜渡邊 怜亜

西嶋西嶋西嶋西嶋

西嶋 紗杜西嶋 紗杜西嶋 紗杜西嶋 紗杜

工藤工藤工藤工藤

工藤 美宇工藤 美宇工藤 美宇工藤 美宇

瀬島瀬島瀬島瀬島

瀬島 萌雛瀬島 萌雛瀬島 萌雛瀬島 萌雛

上山 泉心上山 泉心上山 泉心上山 泉心

寺嶋 柚希寺嶋 柚希寺嶋 柚希寺嶋 柚希

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位上山上山上山上山 寺嶋寺嶋寺嶋寺嶋 池田池田池田池田

池田 七乃花池田 七乃花池田 七乃花池田 七乃花

白石白石白石白石

白石 一華白石 一華白石 一華白石 一華

中條中條中條中條

中條 日葉里中條 日葉里中條 日葉里中條 日葉里

（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）

決勝決勝決勝決勝

1111

（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）

（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）

Ｕ－初心者小学年生女子シングルス

Ｕ－初心者小学年生女子シングルスＵ－初心者小学年生女子シングルス

Ｕ－初心者小学年生女子シングルス

１ブロック１ブロック１ブロック１ブロック
1111 3333 6666 9999

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
1111 10101010 4444 7777

(香里丘クラブ)(香里丘クラブ)(香里丘クラブ)(香里丘クラブ)
3333 10101010 8888 5555

(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)

6666 4444 8888 2222

(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)(曙川スマッシュ)

9999 7777 5555 2222

(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)(南郷キューピット)

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位有賀有賀有賀有賀

有賀 さら有賀 さら有賀 さら有賀 さら

吉海吉海吉海吉海

吉海 陽菜子吉海 陽菜子吉海 陽菜子吉海 陽菜子

味岡味岡味岡味岡

味岡 ゆな味岡 ゆな味岡 ゆな味岡 ゆな

谷谷谷谷

谷 步俐谷 步俐谷 步俐谷 步俐

山崎山崎山崎山崎

山崎 莉立山崎 莉立山崎 莉立山崎 莉立
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Ｕ－初心者小学年生女子シングルス

Ｕ－初心者小学年生女子シングルスＵ－初心者小学年生女子シングルス

Ｕ－初心者小学年生女子シングルス

２ブロック２ブロック２ブロック２ブロック
1111 3333 6666 9999

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)
1111 10101010 4444 7777

(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)

3333 10101010 8888 5555

(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)(田原スマッシュＢＣ)

6666 4444 8888 2222

(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)(イーグレット)
9999 7777 5555 2222

(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)(Ｄ☆ＡＲＭＹ)

山本 美羽山本 美羽山本 美羽山本 美羽

福井 蒼実福井 蒼実福井 蒼実福井 蒼実

勝-敗勝-敗勝-敗勝-敗 順　位順　位順　位順　位山本山本山本山本 福井福井福井福井 佐々木佐々木佐々木佐々木

佐々木 泉美佐々木 泉美佐々木 泉美佐々木 泉美

平井平井平井平井

平井 優平井 優平井 優平井 優

阿部阿部阿部阿部

阿部 ちづる阿部 ちづる阿部 ちづる阿部 ちづる

（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）（１ブロックの1位）

決勝決勝決勝決勝

1111

（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）（１ブロックの１位）

（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）（２ブロックの１位）
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