
兵庫 大阪 和歌山 奈良 京都 滋賀 勝敗 順位

兵庫 3-2 5-0 1-4 3-2 3-2 4勝1敗 2位

大阪 2-3 4-1 4-1 3-2 4-1 4勝1敗 1位

和歌山 0-5 1-4 1-4 0-5 3-2 1勝4敗 5位

奈良 4-1 1-4 4-1 3-2 3-2 4勝1敗 3位

京都 2-3 2-3 5-0 2-3 3-2 2勝3敗 4位

滋賀 2-3 1-4 2-3 2-3 2-3 0勝5敗 6位

第24回　関西ジュニアチーム戦　対戦表



13BS 川島　想 46 中富 奏太 清水　良真 62 坂口　侑来 川島　想 06 長友　春鷹 清水　良真 26 奥村 亘 清水　良真 63 平野悠大

13GS 大西　瑠歌 64 北岡 美空 大西　瑠歌 63 樽谷　花奈美 谷口　楓 36 福本　乙葉 大西　瑠歌 65 更田 希未 谷口　楓 46 吉澤小夏

11BS 酒井　皇成 63 吉本 楽 酒井　皇成 60 井上　天晴 酒井　皇成 26 日野　陽介 佐藤　謙信 64 西岡 蓮翔 佐藤　謙信 46 安居院虹斗

11GS 佐藤　怜 61 山際 結依 佐藤　怜 60 吉村　蒼空 井伊　美琴 62 牧野　帆花 佐藤　怜 64 今井 華乃 井伊　美琴 65 坂梨絢音

13MD 谷口　楓 安藤 大貴 川島　想 宮川　陽南太 大西　瑠歌 井ノ口　稜人 川島　想 大垣 心太郎 川島　想 雀部瑛斗

清水　良真 伊東 里緒菜 谷口　楓 中野　来美 佐藤　謙信 長野　陽花 谷口　楓 畑佐 翠里 大西　瑠歌 西川美空

13BS 中富 奏太 64 川島　想 安藤 大貴 62 宮川　陽南太 安藤 大貴 64 井ノ口　稜人 中富 奏太 65 大垣 心太郎 中富 奏太 62 平野悠大

13GS 北岡 美空 46 大西　瑠歌 北岡 美空 62 中野　来美 伊東 里緒菜 64 福本　乙葉 北岡 美空 60 畑佐 翠里 伊東 里緒菜 62 西川美空

11BS 吉本 楽 36 酒井　皇成 山本 敦之 62 山西　悠仁 吉本 楽 56 日野　陽介 吉本 楽 36 山田 航輝 山本 敦之 56 坂元陽翔

11GS 山際 結依 16 佐藤　怜 伊達 あおば 60 木下　陽毬 伊達 あおば 61 牧野　帆花 伊達 あおば 63 土橋 梨音 山際 結依 61 細井咲智

MD 安藤 大貴 谷口　楓 中富 奏太 坂口　侑来 中富 奏太 長友　春鷹 安藤 大貴 奥村 亘 安藤 大貴 雀部瑛斗

伊東 里緒菜 清水　良真 伊東 里緒菜 樽谷　花奈美 北岡 美空 長野　陽花 伊東 里緒菜 更田 希未 北岡 美空 吉澤小夏

13BS 坂口　侑来 26 清水　良真 宮川　陽南太 26 安藤 大貴 宮川　陽南太 16 井ノ口　稜人 坂口　侑来 56 奥村 亘 宮川　陽南太 61 平野悠大

13GS 樽谷　花奈美 36 大西　瑠歌 中野　来美 26 北岡 美空 中野　来美 36 長野　陽花 樽谷　花奈美 36 畑佐 翠里 中野　来美 26 吉澤小夏

11BS 井上　天晴 06 酒井　皇成 山西　悠仁 26 山本 敦之 井上　天晴 46 岡野　琉 山西　悠仁 26 山田 航輝 井上　天晴 36 坂元陽翔

11GS 吉村　蒼空 06 佐藤　怜 木下　陽毬 06 伊達 あおば 吉村　蒼空 61 廣田　菜々子 吉村　蒼空 56 今井 華乃 木下　陽毬 63 細井咲智

MD 宮川　陽南太 川島　想 坂口　侑来 中富 奏太 坂口　侑来 長友　春鷹 宮川　陽南太 大垣 心太郎 坂口　侑来 雀部瑛斗

中野　来美 谷口　楓 樽谷　花奈美 伊東 里緒菜 樽谷　花奈美 福本　乙葉 中野　来美 更田 希未 樽谷　花奈美 西川美空

13BS 長友　春鷹 60 川島　想 井ノ口　稜人 46 安藤 大貴 井ノ口　稜人 61 宮川　陽南太 長友　春鷹 62 大垣 心太郎 長友　春鷹 61 雀部瑛斗

13GS 福本　乙葉 63 谷口　楓 福本　乙葉 46 伊東 里緒菜 長野　陽花 63 中野　来美 長野　陽花 64 更田 希未 長野　陽花 46 吉澤小夏

11BS 日野　陽介 62 酒井　皇成 日野　陽介 65 吉本 楽 岡野　琉 64 井上　天晴 岡野　琉 56 西岡 蓮翔 日野　陽介 63 安居院虹斗

11GS 牧野　帆花 26 井伊　美琴 牧野　帆花 16 伊達 あおば 廣田　菜々子 16 吉村　蒼空 廣田　菜々子 26 今井 華乃 牧野　帆花 36 坂梨絢音

MD 井ノ口　稜人 大西　瑠歌 長友　春鷹 中富 奏太 長友　春鷹 坂口　侑来 井ノ口　稜人 奥村 亘 井ノ口　稜人 平野悠大

長野　陽花 佐藤　謙信 長野　陽花 北岡 美空 福本　乙葉 樽谷　花奈美 福本　乙葉 畑佐 翠里 福本　乙葉 西川美空

13BS 奥村 亘 62 清水　良真 大垣 心太郎 56 中富 奏太 奥村 亘 65 坂口　侑来 大垣 心太郎 26 長友　春鷹 奥村 亘 61 雀部瑛斗

13GS 更田 希未 56 大西　瑠歌 畑佐 翠里 06 北岡 美空 畑佐 翠里 63 樽谷　花奈美 更田 希未 46 長野　陽花 更田 希未 61 西川美空

11BS 西岡 蓮翔 46 佐藤　謙信 山田 航輝 63 吉本 楽 山田 航輝 62 山西　悠仁 西岡 蓮翔 65 岡野　琉 山田 航輝 26 安居院虹斗

11GS 今井 華乃 46 佐藤　怜 土橋 梨音 36 伊達 あおば 今井 華乃 65 吉村　蒼空 今井 華乃 62 廣田　菜々子 土橋 梨音 56 坂梨絢音

MD 大垣 心太郎 川島　想 奥村 亘 安藤 大貴 大垣 心太郎 宮川　陽南太 奥村 亘 井ノ口　稜人 大垣 心太郎 平野悠大

畑佐 翠里 谷口　楓 更田 希未 伊東 里緒菜 更田 希未 中野　来美 畑佐 翠里 福本　乙葉 畑佐 翠里 吉澤小夏

13BS 平野悠大 36 清水　良真 平野悠大 26 中富 奏太 平野悠大 16 宮川　陽南太 雀部瑛斗 16 長友　春鷹 雀部瑛斗 16 奥村 亘

13GS 吉澤小夏 64 谷口　楓 西川美空 26 伊東 里緒菜 吉澤小夏 62 中野　来美 吉澤小夏 64 長野　陽花 西川美空 16 更田 希未 

11BS 安居院虹斗 64 佐藤　謙信 坂元陽翔 65 山本 敦之 坂元陽翔 63 井上　天晴 安居院虹斗 36 日野　陽介 安居院虹斗 62 山田 航輝

11GS 坂梨絢音 56 井伊　美琴 細井咲智 16 山際 結依 細井咲智 36 木下　陽毬 坂梨絢音 63 牧野　帆花 坂梨絢音 65 土橋 梨音

MD 雀部瑛斗 川島　想 雀部瑛斗 安藤 大貴 雀部瑛斗 坂口　侑来 平野悠大 井ノ口　稜人 平野悠大 大垣 心太郎

西川美空 大西　瑠歌 吉澤小夏 北岡 美空 西川美空 樽谷　花奈美 西川美空 福本　乙葉 吉澤小夏 畑佐 翠里

第24回　関西ジュニアチーム戦　対戦表

兵庫 大阪 和歌山 奈良 京都 滋賀

兵庫

7-10 10-3 7-10 5-10 10-5

大阪

10-7 11-13 10-5 4-10 10-8

和歌山

3-10 13-11 8-10 8-10 10-7

奈良

10-7 5-10 10-8 10-5 10-4

京都

10-5 10-4 10-8 5-10 10-7

滋賀

5-10 8-10 7-10 4-10 7-10


