
兵庫 大阪 和歌山 奈良 京都 滋賀 勝敗 順位

兵庫 32 50 23 41 41 41 1

大阪 23 50 32 41 32 41 2

和歌山 05 05 14 05 14 05 6

奈良 32 23 41 32 50 41 3

京都 14 14 50 23 41 23 4

滋賀 14 23 41 05 14 14 5

第21回　関西ジュニアチーム戦　対戦表



13BS 谷畑　幸洋 ５６ 本山 知苑 長島　瑛理 ６２ 原田　笙史 谷畑　幸洋 ４６ 木村　冬茉 長島　瑛理 ６４ 篠田 晃希 谷畑　幸洋 ３６ 戌亥　一真

13GS 西村　佳世 ６５ 大山 華歩 西村　佳世 ６２ 奥村　颯 中新　ゆずりは １６ 高山　揺 中新　ゆずりは ６５ 彌榮 優月 中新　ゆずりは ６３ 嶺岸　恵

11BS 逸崎　獅王 ５６ 鈴木 琉斗 加藤　大聖 ６０ 岩井　馨也 逸崎　獅王 ６５ 城野　千尋 加藤　大聖 ６２ 山本 一徹 加藤　大聖 ６１ 三好 蒼生

11GS 田﨑　菜々美 ６３ 後藤 七心 田﨑　菜々美 ６０ 上仁　千世 小谷　心結 ４６ 永澤　亜彩香 田﨑　菜々美 ６３ 島袋 華怜 小谷　心結 ６０ 藤本 菜留

13MD 長島　瑛理 安田 伊吹 谷畑　幸洋 大西　金之助 長島　瑛理 渡辺　直生 谷畑　幸洋 小島 温仁 長島　瑛理 中沢 航

中新　ゆずりは 畭 凛花 中新　ゆずりは 吉田　沙蘭 西村　佳世 永澤　亜桜香 西村　佳世 奥村 歩の美 西村　佳世 志岐 実千伽

13BS 本山 知苑 ６５ 谷畑　幸洋 安田 伊吹 ６２ 大西　金之助 本山 知苑 ３６ 渡辺　直生 安田 伊吹 ６１ 篠田 晃希 安田 伊吹 ４６ 戌亥　一真

13GS 大山 華歩 ５６ 西村　佳世 畭 凛花 ６１ 吉田　沙蘭 畭 凛花 ３６ 永澤　亜桜香 大山 華歩 ６０ 彌榮 優月 大山 華歩 ６２ 志岐 実千伽

11BS 鈴木 琉斗 ６５ 逸崎　獅王 永田 瞬 ６０ 立花　大和 鈴木 琉斗 ６１ 木村　拓馬 鈴木 琉斗 ６１ 篠田 拳汰 永田 瞬 ６３ 三好 蒼生

11GS 後藤 七心 ３６ 田﨑　菜々美 楠本 寧々 ６２ 久保　志緒 後藤 七心 ６２ 森　美遥 後藤 七心 ５６ 堀川 いち乃 楠本 寧々 ６２ 藤本 菜留

MD 安田 伊吹 長島　瑛理 本山 知苑 原田　笙史 安田 伊吹 木村　冬茉 本山 知苑 小島 温仁 本山 知苑 嶺岸　恵

畭 凛花 中新　ゆずりは 大山 華歩 奥村　颯 大山 華歩 高山　揺 畭 凛花 奥村 歩の美 畭 凛花 中沢 航

13BS 原田　笙史 ２６ 長島　瑛理 大西　金之助 ２６ 安田 伊吹 大西　金之助 ３６ 木村　冬茉 大西　金之助 ０６ 篠田 晃希 原田　笙史 １６ 中沢 航

13GS 奥村　颯 ２６ 西村　佳世 吉田　沙蘭 １６ 畭 凛花 吉田　沙蘭 ２６ 永澤　亜桜香 吉田　沙蘭 ２６ 奥村 歩の美 奥村　颯 ０６ 嶺岸　恵

11BS 岩井　馨也 ０６ 加藤　大聖 立花　大和 ０６ 永田 瞬 立花　大和 ６１ 城野　千尋 立花　大和 ４６ 篠田 拳汰 岩井　馨也 ３６ 西垣 翼

11GS 上仁　千世 ０６ 田﨑　菜々美 久保　志緒 ２６ 楠本 寧々 上仁　千世 １６ 森　美遥 上仁　千世 １６ 島袋 華怜 久保　志緒 ３６ 井上 紫由里

MD 大西　金之助 谷畑　幸洋 原田　笙史 本山 知苑 原田　笙史 渡辺　直生 原田　笙史 小島 温仁 大西　金之助 志岐 実千伽

吉田　沙蘭 中新　ゆずりは 奥村　颯 大山 華歩 奥村　颯 高山　揺 奥村　颯 彌榮 優月 吉田　沙蘭 戌亥　一真

13BS 木村　冬茉 ６４ 谷畑　幸洋 渡辺　直生 ６３ 本山 知苑 木村　冬茉 ６３ 大西　金之助 渡辺　直生 ３６ 小島 温仁 木村　冬茉 ６０ 中沢 航

13GS 高山　揺 ６１ 中新　ゆずりは 永澤　亜桜香 ６３ 畭 凛花 永澤　亜桜香 ６２ 吉田　沙蘭 高山　揺 ６２ 奥村 歩の美 永澤　亜桜香 ６０ 志岐 実千伽

11BS 城野　千尋 ５６ 逸崎　獅王 木村　拓馬 １６ 鈴木 琉斗 城野　千尋 １６ 立花　大和 城野　千尋 ６４ 山本 一徹 木村　拓馬 ６５ 西垣 翼

11GS 永澤　亜彩香 ６４ 小谷　心結 森　美遥 ２６ 後藤 七心 森　美遥 ６１ 上仁　千世 永澤　亜彩香 １６ 堀川 いち乃 森　美遥 ６０ 井上 紫由里

MD 渡辺　直生 長島　瑛理 木村　冬茉 安田 伊吹 渡辺　直生 原田　笙史 木村　冬茉 篠田 拳汰 渡辺　直生 嶺岸　恵

永澤　亜桜香 西村　佳世 高山　揺 大山 華歩 高山　揺 奥村　颯 永澤　亜桜香 彌榮 優月 高山　揺 戌亥　一真

13BS 篠田 晃希 ４６ 長島　瑛理 篠田 晃希 １６ 安田 伊吹 篠田 晃希 ６０ 大西　金之助 小島 温仁 ６３ 渡辺　直生 小島 温仁 ６４ 戌亥　一真

13GS 彌榮 優月 ５６ 中新　ゆずりは 彌榮 優月 ０６ 大山 華歩 奥村 歩の美 ６２ 吉田　沙蘭 奥村 歩の美 ２６ 高山　揺 彌榮 優月 ２６ 嶺岸　恵

11BS 山本 一徹 ２６ 加藤　大聖 篠田 拳汰 １６ 鈴木 琉斗 篠田 拳汰 ６４ 立花　大和 山本 一徹 ４６ 城野　千尋 山本 一徹 ６２ 三好 蒼生

11GS 島袋 華怜 ３６ 田﨑　菜々美 堀川 いち乃 ６５ 後藤 七心 島袋 華怜 ６１ 上仁　千世 堀川 いち乃 ６１ 永澤　亜彩香 島袋 華怜 ６３ 藤本 菜留

MD 小島 温仁 谷畑　幸洋 小島 温仁 本山 知苑 小島 温仁 原田　笙史 篠田 拳汰 木村　冬茉 篠田 拳汰 志岐 実千伽

奥村 歩の美 西村　佳世 奥村 歩の美 畭 凛花 彌榮 優月 奥村　颯 彌榮 優月 永澤　亜桜香 奥村 歩の美 中沢 航

13BS 戌亥　一真 ６３ 谷畑　幸洋 戌亥　一真 ６４ 安田 伊吹 中沢 航 ６１ 原田　笙史 中沢 航 ０６ 木村　冬茉 戌亥　一真 ４６ 小島 温仁

13GS 嶺岸　恵 ３６ 中新　ゆずりは 志岐 実千伽 ２６ 大山 華歩 嶺岸　恵 ６０ 奥村　颯 志岐 実千伽 ０６ 永澤　亜桜香 嶺岸　恵 ６２ 彌榮 優月

11BS 三好 蒼生 １６ 加藤　大聖 三好 蒼生 ３６ 永田 瞬 西垣 翼 ６３ 岩井　馨也 西垣 翼 ５６ 木村　拓馬 三好 蒼生 ２６ 山本 一徹

11GS 藤本 菜留 ０６ 小谷　心結 藤本 菜留 ２６ 楠本 寧々 井上 紫由里 ６３ 久保　志緒 井上 紫由里 ０６ 森　美遥 藤本 菜留 ３６ 島袋 華怜

MD 中沢 航 長島　瑛理 嶺岸　恵 本山 知苑 志岐 実千伽 大西　金之助 嶺岸　恵 渡辺　直生 志岐 実千伽 篠田 拳汰

志岐 実千伽 西村　佳世 中沢 航 畭 凛花 戌亥　一真 吉田　沙蘭 戌亥　一真 高山　揺 中沢 航 奥村 歩の美

5-10 5-10 7-10

１ ０ ５ １ ４滋賀 １ ４ ２ ３ ４

6-10 10-6

２ ３ ４ １

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

10-8 10-4 10-5

京都 １ ４ １ ４ ５ ０

１ ３ ２ ５ ０奈良 ３ ２ ２ ３ ４

4-10 7-10

１ ４ ０ ５ １ ４

8-10 4-10 10-5

和歌山 ０ ５ ０ ５

3-10 5-10

３ ２ ４ １ ３ ２

10-7 10-8 6-10

大阪 ５ ０

5-10 10-5

２ ３ ４ １ ４ １

10-4 11-13 10-6

兵庫 ５ ０

10-5 10-3

第21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


