
１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート 10コート 11コート 12コート 13コート 14コート 15コート 16コート

10:10 MS4-1 MS4-2 MS4-3 MS4-4 MS4-5 MS4-6 MS4-7 MD4-1 MD4-2 MD4-3 MD4-4 WS4-1 WS4-2 WS4-3 WS4-4 WS4-5

上野聖和 村木悠空 川田獅童 古根川倭 下澤快斗 藤江晴紀 日樫聖 岩﨑・山口 孫田・中川 山川・龍見 森田・福原 巻木姫夏 宮崎友花 岩井夏穂 長谷川眞子 柳生紗羽海

(兵庫：立花南) (兵庫：ＳＪＢＣ) (京都：長岡京スポ少) (奈良：橿原) (和歌山：和歌山Ｊｒ) (京都：長岡京スポ少) (奈良：宇陀ジュニア) (京都：長岡京スポ少) (兵庫：ＩｔａｍｉＡｎｇｅｌｓ) (大阪：スマイルジュニア) (京都：ウイニング) (奈良：桜井ＳＫ) (大阪：瓜破西ＳＳＣ) (京都：長岡京スポ少) (京都：パンダース) (奈良：鴻ノ池スポ少)

西正勘太 加藤優弥 川北和弥 宮本拓実 牛尾南生 富田昌樹 山本遥希 赤木・永田 田宮・福田 増田・大塚 野村・松尾 池田美和 文元日菜 岡本紗和 林亜依 古西葵衣

(奈良：鴻ノ池スポ少) (和歌山：貴志川少年団) (大阪：田原スマッシュ) (大阪：南郷キューピット) (兵庫：はね×２キッズ) (大阪：吹田コンドル) (和歌山：岩出市少年団) (奈良：登美ヶ丘) (奈良：橿原) (兵庫：勝原ジュニア) (兵庫：三木ジュニア) (大阪：南郷キューピット) (和歌山：岩出市少年団) (奈良：橿原) (和歌山：群雀) (兵庫：勝原ジュニア)

10:40 WS4-6 WS4-7 WD4-1 WD4-2 WD4-3 WD4-4 WD4-5 WD4-6 WD4-7 MS5-1 MS5-2 MS5-3 MS5-4 MS5-5 MD5-1 MD5-2

柳杏優 前田早稀 中西・三嶋 吉田・神山 小松・當銘 有本・山田 奥田・松島 中村・山吹 加藤・川畑 飯田莉丘 花咲大輝 山田悠太 前祐哉 五十棲理人 大久保・磯元 西前・沈

(京都：長岡京スポ少) (大阪：瓜破西ＳＳＣ) (奈良：郡山) (奈良：當麻) (兵庫：立花南) (京都：長岡京スポ少) (大阪：ヤマヒサクラブ) (兵庫：べふジュニア) (京都：パンプキン) (京都：舞鶴ジュニア) (京都：長岡京スポ少) (大阪：瓜破西ＳＳＣ) (奈良：河合ジュニア) (京都：ピスコム) (兵庫：白とんぼジュニア) (奈良：當麻)

名倉蓮 牛居瑞季 中島・折井 原田・三浦 溝上・吉岡 田中・今井 磯田・松岡 藤谷・吉岡 相磯・高口 松岡汰一 白石大智 岡田惺 井上結登 佐野晃佑 小川・嶋木 岩崎・松本

(兵庫：ＳＪＢＣ) (和歌山：広川ジュニア) (京都：ウイニング) (大阪：田原スマッシュ) (和歌山：橋本クラブ) (和歌山：岩出市少年団) (奈良：橿原) (和歌山：貴志川少年団) (大阪：瓜破西ＳＳＣ) (兵庫：白とんぼジュニア) (兵庫：立花南) (奈良：橿原) (和歌山：和歌山Ｊｒ) (奈良：鴻ノ池スポ少) (京都：ウイニング) (兵庫：西神ジュニア)

11:10 MD5-3 MD5-4 WS5-1 WS5-2 WS5-3 WS5-4 WS5-5 WS5-6 WD5-1 WD5-2 WD5-3 WD5-4 WD5-5 MS6-1 MS6-2 MS6-3

鈴木・隠地 服部・熊木 川村真央 大東美優 結城杏菜 畑末真緒 桑田柚紀 藤元俐璃 上田・井上 今井・加藤 田中・西川 松本・坂 鈴谷・中村 安原大翔 湯浅友翔 和久田千暁

(奈良：郡山) (奈良：鴻ノ池スポ少) (兵庫：三木ジュニア) (京都：ウイニング) (大阪：田原スマッシュ) (兵庫：ＴＯＭＯジュニア) (大阪：高槻ＡＪＢＣ) (大阪：吹田コンドル) (兵庫：ＳｍａｓｈＲｕｎＲｕｎ) (奈良：橿原) (京都：ウイニング) (大阪：Ｄ☆ＡＲＭＹ) (兵庫：アクティブ) (奈良：桜井ＳＫ) (京都：久御山) (兵庫：はね×２キッズ)

大澤・入江 岩本・平井 吉村穂之香 高石妃栞 生田佳志乃 峯岡侑那 吉川真央 村上りん 中川・吉澤 阪田・坂 渡部・上垣 高野・鈴木 堀川・石橋 竹中裕紀 田辺涼晴 水井響己

(大阪：高槻ＡＪＢＣ) (大阪：スマイルジュニア) (京都：パンダース) (和歌山：岩出市少年団) (兵庫：はね×２キッズ) (奈良：橿原) (和歌山：岩出市少年団) (京都：長岡京スポ少) (奈良：富雄南Ｊｒ) (大阪：Ｄ☆ＡＲＭＹ) (兵庫：西神ジュニア) (和歌山：新宮少年団) (奈良：富雄南Ｊｒ) (和歌山：群雀) (大阪：イーグレット) (奈良：ＴＢＣ)

11:40 MS6-4 MS6-5 MS6-6 MS6-7 MD6-1 MD6-2 MD6-3 MD6-4 MD6-5 WS6-1 WS6-2 WS6-3 WS6-4 WS6-5 WS6-6 WS6-7

去来川太智 徳本航己 増田朝陽 前野稜雅 富田・宇都宮 田中・田村 山口・藤原 岡・中嶌 北川・三木 田原和花 笠谷沙織 松本笑舞 水井寿々妃 田中結 富山紗帆 大喜田栞里

(兵庫：西神ジュニア) (京都：ピスコム) (兵庫：白とんぼジュニア) (京都：長岡京スポ少) (大阪：吹田コンドル) (和歌山：岩出市少年団) (兵庫：西神ジュニア) (奈良：橿原) (和歌山：貴志川少年団) (和歌山：貴志川少年団) (京都：長岡京スポ少) (奈良：郡山) (奈良：ＴＢＣ) (和歌山：やたがら～ず) (兵庫：勝原ジュニア) (京都：長岡京スポ少)

吉松和輝 網田明 川畑史吹 中村伊吹 山内・尾場瀬 大久保・島谷 小西・田中 小網・山本 中山・山田 田中美虹 杉野柚月 尾原あかり 田中愛香 岡本朋子 古根川美桜 岩城杏奈

(和歌山：群雀) (奈良：宇陀ジュニア) (大阪：瓜破西ＳＳＣ) (和歌山：美浜クラブ) (兵庫：アクティブ) (大阪：ヤマヒサクラブ) (奈良：橿原) (兵庫：加古川ジュニア) (奈良：橿原) (大阪：田原スマッシュ) (大阪：高槻ＡＪＢＣ) (和歌山：広川ジュニア) (兵庫：シャトルキッズ) (京都：長岡京スポ少) (奈良：橿原) (大阪：田原スマッシュ)

12:10 WD6-1 WD6-2 WD6-3 WD6-4 WD6-5 WD6-6 WD6-7 MS4-8 MS4-9 MS4-10 MS4-11 MD4-5 MD4-6 MD4-7 MD4-8 WS4-8

小林・高谷 米舛・松本 宮崎・永井 中川・山根 栗原・三根 天野川・東原 川又・奥村 木根知哉 田中・中村 笹井・笠谷 杉原亜美

(奈良：當麻) (和歌山：貴志川少年団) (兵庫：白とんぼジュニア) (奈良：富雄南Ｊｒ) (大阪：瓜破西ＳＳＣ) (和歌山：新宮少年団) (大阪：ＴＮＢＣジュニア) (京都：長岡京スポ少) (大阪：田原スマッシュ) (京都：長岡京スポ少) (兵庫：杉原クラブ)

窪田・山下 中川・奥田 浦島・鈴木 前田・土居 浦・渡部 小野・高橋 大泉・上仲 岡田・芝 巻木・森田

(京都：ウイニング) (京都：長岡京スポ少) (奈良：橿原) (和歌山：岩出市少年団) (兵庫：西神ジュニア) (兵庫：ＨＯＰＥジュニア) (京都：長岡京スポ少) (和歌山：群雀) (奈良：桜井ＳＫ)

12:40 WS4-9 WS4-10 WS4-11 WD4-8 WD4-9 WD4-10 WD4-11 MS5-6 MS5-7 MS5-8 MS5-9 MD5-5 MD5-6 MD5-7 MD5-8 WS5-7

川﨑・助友 神山剛輝 大石陽都 上林・荒木 奥村・白山 成田芽生

(兵庫：ＮＡＫＡＯＪ．Ｂ．Ｃ．) (大阪：瓜破西ＳＳＣ) (兵庫：Ｉｎｎｏｃｅｎｔ) (大阪：ＴＮＢＣジュニア) (兵庫：加古川ジュニア) (奈良：桜井ＳＫ)

江田和博 藤谷・山本 菅生・川口

(大阪：大阪成蹊学園Ｊｒ) (和歌山：貴志川少年団) (京都：長岡京スポ少)

13:10 WS5-8 WS5-9 WS5-10 WD5-6 WD5-7 WD5-8 WD5-9 MS6-8 MS6-9 MS6-10 MS6-11 MD6-6 MD6-7 MD6-8 MD6-9 WS6-8

藤井・吉岡 西浦・中山 河村翔 本多・木根 福井・立花 亀井菜杏

(大阪：Ｄ☆ＡＲＭＹ) (京都：長岡京スポ少) (大阪：南郷キューピット) (京都：長岡京スポ少) (大阪：ＴＮＢＣジュニア) (兵庫：Ｉｎｎｏｃｅｎｔ)

梅本実紀 奥野・奥野 岡本・中島

(奈良：橿原) (京都：長岡京スポ少) (京都：ウイニング)

13:40 WS6-9 WS6-10 WS6-11 WD6-8 WD6-9 WD6-10 WD6-11 MS4-12 MS4-13 MD4-9 MD4-10 WS4-12 WS4-13 WD4-12 WD4-13 MS5-10

伊藤・岩井

(大阪：Ｄ☆ＡＲＭＹ)

14:10 MS5-11 MD5-9 MD5-10 WS5-11 WS5-12 WD5-10 WD5-11 MS6-12 MS6-13 MD6-10 MD6-11 WS6-12 WS6-13 WD6-12 WD6-13 MS4-決勝

14:40 MS4-三決 WD4-決勝 WD4-三決 WS4-決勝 WS4-三決 MD4-決勝 MD4-三決 MS5-決勝 MS5-三決 MD5-決勝 MD5-三決 WS5-決勝 WS5-三決 WD5-決勝 WD5-三決 MS6-決勝

15:10 MS6-三決 MD6-決勝 MD6-三決 WS6-決勝 WS6-三決 WD6-決勝 WD6-三決
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