
兵庫 大阪 和歌山 奈良 京都 滋賀 勝敗 順位

兵庫 32 50 50 41 32 50 1

大阪 23 50 50 50 41 41 2

和歌山 05 05 14 14 23 05 6

奈良 05 05 41 32 14 23 5 0.32

京都 14 05 41 23 41 23 3 0.44

滋賀 23 14 32 41 14 23 4 0.44

第22回　関西ジュニアチーム戦　対戦表



13BS 駒田 瑛人 26 南光 祥大 駒田 瑛人 65 大西　金之助 駒田 瑛人 62 藤本　結優 谷畑 幸洋 64 島 笙太 谷畑 幸洋 56 戌亥 一真

13GS 小山 ほのり 26 木下 晴結 小山 ほのり 61 堀内　綾花 小山 ほのり 61 関根　里奈 西村 佳世 65 南 風音 西村 佳世 64 中原 青空

11BS 尾崎 奏多 61 名井 裕亮 尾崎 奏多 60 宮川　陽南太 尾崎 奏多 65 内藤　圭吾 清水 良真 64 古市 壮 清水 良真 62 三好 碧生

11GS 荒川 愛子 61 伊東 凜夏 水口 奈美希 60 樽谷　花奈実 荒川 愛子 60 笠原　佑月 荒川 愛子 62 成澤 寿珠 水口 奈美希 46 坂元 七海

13MD 谷畑 幸洋 藤井 柑奈 谷畑 幸洋 立花　大和 谷畑 幸洋 木村　冬茉 駒田 瑛人 小島 温仁 駒田 瑛人 井上 紫由里

西村 佳世 本山 知苑 西村 佳世 上仁　千世 西村 佳世 鈴木　さら 小山 ほのり 堀川 いち乃 小山 ほのり 森田 竜ノ介

13BS 南光 祥大 62 駒田 瑛人 本山 知苑 60 大西　金之助 南光 祥大 63 木村　冬茉 本山 知苑 65 島 笙太 南光 祥大 62 戌亥 一真

13GS 木下 晴結 62 小山 ほのり 藤井 柑奈 60 上仁　千世 木下 晴結 61 鈴木　さら 木下 晴結 60 堀川 いち乃 藤井 柑奈 62 井上 紫由里

11BS 名井 裕亮 16 尾崎 奏多 桑原 羽右 61 宮川　陽南太 名井 裕亮 62 大塚　弦 名井 裕亮 62 村田 羽琉 桑原 羽右 46 三好 碧生

11GS 伊東 凜夏 16 荒川 愛子 伊東 凜夏 60 樽谷　花奈実 仲宗根 サヤ 60 奥谷　友結 仲宗根 サヤ 63 巽　日菜 仲宗根 サヤ 61 吉澤 小夏

MD 藤井 柑奈 谷畑 幸洋 木下 晴結 立花　大和 藤井 柑奈 藤本　結優 藤井 柑奈 小島 温仁 木下 晴結 中原 青空

本山 知苑 西村 佳世 南光 祥大 堀内　綾花 本山 知苑 関根　里奈 南光 祥大 南 風音 本山 知苑 森田 竜ノ介

13BS 大西　金之助 56 駒田 瑛人 大西　金之助 06 本山 知苑 立花　大和 06 藤本　結優 大西　金之助 36 島 笙太 立花　大和 06 森田 竜ノ介

13GS 堀内　綾花 16 小山 ほのり 上仁　千世 06 藤井 柑奈 堀内　綾花 62 鈴木　さら 堀内　綾花 63 堀川 いち乃 上仁　千世 64 中原 青空

11BS 宮川　陽南太 06 尾崎 奏多 宮川　陽南太 16 桑原 羽右 大西　寛太郎 26 内藤　圭吾 宮川　陽南太 26 古市 壮 大西　寛太郎 16 西垣 翼

11GS 樽谷　花奈実 06 水口 奈美希 樽谷　花奈実 06 伊東 凜夏 樽谷　依知花 16 奥谷　友結 樽谷　依知花 26 成澤 寿珠 樽谷　花奈実 46 坂元 七海

MD 立花　大和 谷畑 幸洋 立花　大和 木下 晴結 大西　金之助 木村　冬茉 立花　大和 小島 温仁 大西　金之助 井上 紫由里

上仁　千世 西村 佳世 堀内　綾花 南光 祥大 上仁　千世 関根　里奈 上仁　千世 南 風音 堀内　綾花 戌亥 一真

13BS 藤本　結優 26 駒田 瑛人 木村　冬茉 36 南光 祥大 藤本　結優 60 立花　大和 木村　冬茉  62  小島 温仁 木村　冬茉 64 戌亥 一真

13GS 関根　里奈 16 小山 ほのり 鈴木　さら 16 木下 晴結 鈴木　さら 26 堀内　綾花 鈴木　さら 06 南 風音 関根　里奈 16 井上 紫由里

11BS 内藤　圭吾 56 尾崎 奏多 大塚　弦 26 名井 裕亮 内藤　圭吾 62 大西　寛太郎 大塚　弦 64 村田 羽琉 大塚　弦 26 西垣 翼

11GS 笠原　佑月 06 荒川 愛子 奥谷　友結 06 仲宗根 サヤ 奥谷　友結 61 樽谷　依知花 笠原　佑月 06 成澤 寿珠 笠原　佑月 坂元 七海

MD 木村　冬茉 谷畑 幸洋 藤本　結優 藤井 柑奈 木村　冬茉 大西　金之助 藤本　結優 島 笙太 藤本　結優 中原 青空

鈴木　さら 西村 佳世 関根　里奈 本山 知苑 関根　里奈 上仁　千世 関根　里奈 堀川 いち乃 鈴木　さら 森田 竜ノ介

13BS 島 笙太 46 谷畑 幸洋 島 笙太 56 本山 知苑 島 笙太 63 大西　金之助 小島 温仁 26 木村　冬茉 小島 温仁 62 森田 竜ノ介

13GS 南 風音 56 西村 佳世 堀川 いち乃 06 木下 晴結 堀川 いち乃 36 堀内　綾花 南 風音 60 鈴木　さら 堀川 いち乃 61 井上 紫由里

11BS 古市 壮 46 清水 良真 村田 羽琉 26 名井 裕亮 古市 壮 62 宮川　陽南太 村田 羽琉 46 大塚　弦 古市 壮 56 西垣 翼

11GS 成澤 寿珠 26 荒川 愛子 巽　日菜 36 仲宗根 サヤ 成澤 寿珠 62 樽谷　依知花 成澤 寿珠 60 笠原　佑月 巽　日菜 61 吉澤 小夏

MD 小島 温仁 駒田 瑛人 小島 温仁 藤井 柑奈 小島 温仁 立花　大和 島 笙太 藤本　結優 島 笙太 中原 青空

堀川 いち乃 小山 ほのり 南 風音 南光 祥大 南 風音 上仁　千世 堀川 いち乃 関根　里奈 南 風音 戌亥 一真

13BS 戌亥 一真 65 谷畑 幸洋 戌亥 一真 26 南光 祥大 森田 竜ノ介 60 立花　大和 戌亥 一真 46 木村　冬茉 森田 竜ノ介 26 小島 温仁

13GS 中原 青空 46 西村 佳世 井上 紫由里 26 藤井 柑奈 中原 青空 46 上仁　千世 井上 紫由里 61 関根　里奈 井上 紫由里 16 堀川 いち乃

11BS 三好 碧生 26 清水 良真 三好 碧生 64 桑原 羽右 西垣 翼 61 大西　寛太郎 西垣 翼 62 大塚　弦 西垣 翼 65 古市 壮

11GS 坂元 七海 64 水口 奈美希 吉澤 小夏 16 仲宗根 サヤ 坂元 七海 64 樽谷　花奈実 坂元 七海 63 笠原　佑月 吉澤 小夏 16 巽　日菜

MD 井上 紫由里 駒田 瑛人 中原 青空 木下 晴結 井上 紫由里 大西　金之助 中原 青空 藤本　結優 中原 青空 島 笙太

森田 竜ノ介 小山 ほのり 森田 竜ノ介 本山 知苑 戌亥 一真 堀内　綾花 森田 竜ノ介 鈴木　さら 戌亥 一真 南 風音
8-10 18-16 6-10

2 4 1 1 4滋賀 2 3 1 4 3

4-10 7-10

2 3 4 1

11-9 3-10 10-6 7-10 10-6

10-3 10-7 16 18

京都 1 4 0 5 4 1

1 3 2奈良 0 5 0 5 4

8-10 6-10

1 4 1 4 2 3

3-10 6-10 10-8

和歌山 0 5 0 5

4-10 3-10

5 0 5 0 4 1

10-6 10-3 10-7

大阪 2 3 5 0

5-10 10-3

5 0 4 1 3 2

10-8 9-11 10-4

兵庫 3 2 5 0

10-5 10-4

第22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


