
兵庫 大阪 和歌山 奈良 京都 滋賀 勝敗 順位

兵庫 23 41 32 32 23 32 2

大阪 32 50 41 41 41 50 1

和歌山 14 05 23 23 14 05 6

奈良 23 14 32 23 41 23 4

京都 23 41 32 32 50 32 3

滋賀 32 14 41 14 05 23 5

第20回　関西ジュニアチーム戦　対戦表



13BS 原﨑　朝陽 61 犬塚 隆介 原﨑　朝陽 64 立石真也 水口　翔瑛 62 森 郁人 水口　翔瑛 62 服部 伶矢 水口　翔瑛 26 四宮　慧斗

13GS 西村　佳世 26 田中 愛美 古川　真琴 62 菱井咲絵 古川　真琴 26 松倉 寧音 古川　真琴 16 菊地 紗加 西村　佳世 26 三宅　彩以

11BS 谷畑　幸洋 26 本山 知苑 大浦　蒼唯 56 大西金之助 大浦　蒼唯 63 上岡 春太 大浦　蒼唯 64 小島 温仁 谷畑　幸洋 26 戌亥　一真

11GS 小山ほのり 16 木下 晴結 髙橋　美貴 61 平田詩帆 髙橋　美貴 61 川岸 百香 髙橋　美貴 62 川口 智香 小山ほのり 60 新城　心晴　

13MD 水口　翔瑛 楠戸 遥葵 水口　翔瑛 藤井勇太 原﨑　朝陽 山門 祐輝 原﨑　朝陽 井戸 勇吾 原﨑　朝陽 高橋　佑太朗

古川　真琴 田邑 来未 西村　佳世 吉田沙蘭 西村　佳世 奥野 柚来 西村　佳世 繁益 春音 古川　真琴 嶺岸　恵

13BS 犬塚 隆介 16 原﨑　朝陽 楠戸 遥葵 62 藤井勇太 楠戸 遥葵 46 山門 祐輝 楠戸 遥葵 65 井戸 勇吾 犬塚 隆介 46 高橋　佑太朗

13GS 田中 愛美 62 西村　佳世 田中 愛美 61 吉田沙蘭 田邑 来未 61 松倉 寧音 田中 愛美 56 繁益 春音 田邑 来未 61 嶺岸　恵

11BS 本山 知苑 62 谷畑　幸洋 坂根 瑛太 62 堅田悠生 坂根 瑛太 64 木村 冬茉 本山 知苑 63 島 笙太 本山 知苑 63 若松　泰地

11GS 木下 晴結 61 小山ほのり 木下 晴結 60 所紅蓮穂 新井 愛梨 62 森　美遥 木下 晴結 60 島袋 華怜 新井 愛梨 60 中原　青空

MD 楠戸 遥葵 水口　翔瑛 犬塚 隆介 立石真也 犬塚 隆介 奥野 柚来 犬塚 隆介 服部 伶矢 楠戸 遥葵 四宮　慧斗

田邑 来未 古川　真琴 田邑 来未 菱井咲絵 田中 愛美 森 郁人 田邑 来未 菊地 紗加 田中 愛美 三宅　彩以

13BS 立石真也 46 原﨑　朝陽 藤井勇太 26 楠戸 遥葵 立石真也 61 森 郁人 藤井勇太 64 服部 伶矢 藤井勇太 46 四宮　慧斗

13GS 菱井咲絵 26 古川　真琴 吉田沙蘭 16 田中 愛美 吉田沙蘭 16 奥野 柚来 菱井咲絵 63 菊地 紗加 菱井咲絵 63 三宅　彩以

11BS 大西金之助 65 大浦　蒼唯 堅田悠生 26 坂根 瑛太 堅田悠生 06 上岡 春太 大西金之助 56 島 笙太 大西金之助 36 戌亥　一真

11GS 平田詩帆 16 髙橋　美貴 所紅蓮穂 06 木下 晴結 所紅蓮穂 16 川岸 百香 平田詩帆 26 川口 智香 平田詩帆 36 中原　青空

MD 藤井勇太 水口　翔瑛 立石真也 犬塚 隆介 藤井勇太 山門 祐輝 立石真也 井戸 勇吾 立石真也 高橋　佑太朗

吉田沙蘭 西村　佳世 菱井咲絵 田邑 来未 菱井咲絵 松倉 寧音 吉田沙蘭 繁益 春音 吉田沙蘭 嶺岸　恵

13BS 森 郁人 26 水口　翔瑛 山門 祐輝 64 楠戸 遥葵 森 郁人 16 立石真也 山門 祐輝 62 井戸 勇吾 山門 祐輝 65 高橋　佑太朗

13GS 松倉 寧音 62 古川　真琴 松倉 寧音 16 田邑 来未 奥野 柚来 61 吉田沙蘭 奥野 柚来 62 繁益 春音 奥野 柚来 65 嶺岸　恵

11BS 上岡 春太 36 大浦　蒼唯 木村 冬茉 46 坂根 瑛太 上岡 春太 60 堅田悠生 木村 冬茉 26 小島 温仁 木村 冬茉 56 若松　泰地

11GS 川岸 百香 16 髙橋　美貴 森　美遥 16 新井 愛梨 川岸 百香 61 所紅蓮穂 森　美遥 46 川口 智香 森　美遥 65 中原　青空

MD 山門 祐輝 原﨑　朝陽 奥野 柚来 犬塚 隆介 山門 祐輝 藤井勇太 森 郁人 服部 伶矢 森 郁人 四宮　慧斗

奥野 柚来 西村　佳世 森 郁人 田中 愛美 松倉 寧音 菱井咲絵 松倉 寧音 菊地 紗加 松倉 寧音 三宅　彩以

13BS 服部 伶矢 26 水口　翔瑛 井戸 勇吾 56 楠戸 遥葵 服部 伶矢 46 藤井勇太 井戸 勇吾 26 山門 祐輝 井戸 勇吾 65 四宮　慧斗

13GS 菊地 紗加 61 古川　真琴 繁益 春音 65 田中 愛美 菊地 紗加 36 菱井咲絵 繁益 春音 26 奥野 柚来 菊地 紗加 64 嶺岸　恵

11BS 小島 温仁 46 大浦　蒼唯 島 笙太 36 本山 知苑 島 笙太 65 大西金之助 小島 温仁 62 木村 冬茉 小島 温仁 64 若松　泰地

11GS 川口 智香 26 髙橋　美貴 島袋 華怜 06 木下 晴結 川口 智香 62 平田詩帆 川口 智香 64 森　美遥 島袋 華怜 65 新城　心晴　

MD 井戸 勇吾 原﨑　朝陽 服部 伶矢 犬塚 隆介 井戸 勇吾 立石真也 服部 伶矢 森 郁人 服部 伶矢 高橋　佑太朗

繁益 春音 西村　佳世 菊地 紗加 田邑 来未 繁益 春音 吉田沙蘭 菊地 紗加 松倉 寧音 繁益 春音 三宅　彩以

13BS 四宮　慧斗 62 水口　翔瑛 高橋　佑太朗 64 犬塚 隆介 四宮　慧斗 64 藤井勇太 高橋　佑太朗 56 山門 祐輝 四宮　慧斗 56 井戸 勇吾

13GS 三宅　彩以 62 西村　佳世 嶺岸　恵 16 田邑 来未 三宅　彩以 36 菱井咲絵 嶺岸　恵 56 奥野 柚来 嶺岸　恵 46 菊地 紗加

11BS 戌亥　一真 62 谷畑　幸洋 若松　泰地 36 本山 知苑 戌亥　一真 63 大西金之助 若松　泰地 65 木村 冬茉 若松　泰地 46 小島 温仁

11GS 新城　心晴　 06 小山ほのり 中原　青空 06 新井 愛梨 中原　青空 63 平田詩帆 中原　青空 56 森　美遥 新城　心晴　 56 島袋 華怜

MD 高橋　佑太朗 原﨑　朝陽 四宮　慧斗 楠戸 遥葵 高橋　佑太朗 立石真也 四宮　慧斗 森 郁人 高橋　佑太朗 服部 伶矢

嶺岸　恵 古川　真琴 三宅　彩以 田中 愛美 嶺岸　恵 吉田沙蘭 三宅　彩以 松倉 寧音 三宅　彩以 繁益 春音

10-5 3-10 6-10

1 1 4 0 5滋賀 3 2 1 4 4

7-10 5-10

3 2 5 0

10-5 3-10 10-8 10-4 10-6

13-15 4-10 10-3

京都 2 3 1 4 3 2

2 2 3 4 1奈良 2 3 1 4 3

10-8 5-10

2 3 2 3 1 4

15-13 8-10 5-10

和歌山 １ ４ 0 5

1-10 6-10

4 1 4 1 4 1

10-5 10-3 10-5

大阪 3 2 5 0

6-10 10-6

3 2 3 2 2 3

8-10 5-10 10-7

兵庫 2 3 4 1

10-6 10-1

第20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


