
1 2 3 4 5 6 7 8

段
9:30

1 9:40～ 6G1 6G2 6G3 6G4 6G5 6G6 6G7 6G8

2 ↓ 6G9 6G10 6G11 6G12 6G13 6G14 6G15 6G16

3 ↓ 6G17 6G2 6B1 6B2 6B3 5B1 5B2 5B3

4 ↓ 5B4 5B5 5G1 5G2 5G3 5G4 5G5 5G6

5 ↓ 5G7 B1 B2 D1 D2 E1 E2 F1

6 ↓ G1 6G18 6G19 6G20 6G21 6G22 6G23 6G24

7 ↓ 6G25 6B4 6B5 6B6 6B7 5B6 5B7 5B8

8 ↓ 5B9 5G8 5G9 5G10 5G11 A1 A2 A3

9 ↓ A4 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3

10 ↓ C4 D3 D4 D5 D6 E3 E4 E5

11 ↓ E6 F2 F3 F4 F5 G2 G3 G4

12 ↓ G5 H1 H2 H3 I1 I2 I3 I4

13 ↓ J1 J2 J3 J4 K1 K2 K3 K4

14 ↓ 6G26 6G27 6G28 6G29 H4

↓

↓

↓

14 ↓ A5 A6 B7 B8 C5 C6 D7 D8

15 ↓ E7 E8 F6 F7 G6 G7 H5 I5

16 ↓ I6 J5 J6 K5 K6 6B8 6B9 5B10

17 ↓ 5B11 6G30 6G31 5G12 5G13 A7 B9 C7

18 ↓ D9 E9 F8 G8 H6 I7 J7 K7

19 ↓ 6B10 5B12 6G32 5G14

終了後

太字が決勝

※試合は、各段左から順に「流し込み方式」で行います。

※時刻は目安であり、試合がそれより早まることもあります。

※試合の段数が掲示された選手は、待機場所で待つように。

タイムテーブル

開会式

閉会式

交流
戦 交流戦



 
上林 翔大

神山 剛輝 荒木 仁之介

山田 悠太 岡副 夢誉

宮本 隆誠 中村 優希③

児玉 周仁③ 亀井 楓雅

出原 隆一郎 宮本 拓実④

渡辺 幹大⑤ 立谷 櫂

平井 翼 後藤 英介⑤

網干 朋希⑤ 岩本 倫太郎

浦島 快 山川 健介⑤

大澤 隆晃 江田 和博 (KOMATSU）
白木 蓮太郎 (枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

 
川北 和弥
田中 隼 水本 拓也

松本 脩 亀矢 新太

三原 大典④ 床田 和樹

龍見 京壱④ 川又 康聖③

木原 樹④ 村上慶伍

榎宮 颯良 成 宇 晋

新井 孝聡 古川 香月

出原 雅行④ 古川 裕貴③

井手口  翔① 畑田 悠生④

西尾 寿輝④ (ﾔﾏﾋｻｸﾗﾌﾞ） 山本 莉一③

平野 晴己 (新北野ﾍﾟｶﾞｻｽ） 富田 昌樹 (吹田ｼﾞｭﾆｱｺﾝﾄﾞﾙ）

朝田 将大④ 谷村 暖忠 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

政倉 大志③

5

7 (T&Aｼﾞｭﾆｱ）

9

3

(KOMATSU）

(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

(中央B.C.）

(D☆ARMY） 10 11

2 12 (FBC）

(吹田ｼﾞｭﾆｱｺﾝﾄﾞﾙ） 8

1 (TNBCｼﾞｭﾆｱ）

(ｽﾏｲﾙｼﾞｭﾆｱ） 4

1部5年以下男子ダブルス

(田原ｽﾏｯｼｭBC）

6 (ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ）

1部6年以下男子ダブルス

(KOMATSU）

(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

1

2

(瓜破西SSC）

(ｽﾏｲﾙｼﾞｭﾆｱ）

(高槻AJBC）

(TNBCｼﾞｭﾆｱ）

(田原ｽﾏｯｼｭBC）

(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

(中央B.C.）

(ｽﾏｲﾙｼﾞｭﾆｱ）

3

4

5

6

7

8 9

10



 

藤井 史穂
吉岡 葉菜 相磯 美心⑤

三浦 礼 高口 諒子⑤

山崎 愛菜⑤ 菱田 陽美

三原 あずさ 細見 茉夏

仲田 千晶 兼本 彩音

西村 光麗 立田 絢歩

直塚 朱里 桑田 柚紀

井出 小晴 笹川 来桃

藤本 心羽 宮岡 千緒

池原 小晴 大田 羽

長濱 陽南 鷲尾 桃子

結城 杏菜 西村 望来

千葉 萌生 佐野 衣茉莉

三木 紗弓 新谷 綾乃

村田 萌衣 桐島 夕葵

岩本 汐里 坂 咲花

西尾 美咲 櫻川 晴香

藤元 俐璃 (吹田ｼﾞｭﾆｱｺﾝﾄﾞﾙ） 中村 心優

坂 奏花 (D☆ARMY） 青山 結奈

井口 結菜 島田 涼花

鈴木 萌薫 倉田 音香

村島 明音 中浦 佐和

下村 風香 高野 あおい

中村 優月 池田 美和⑤

池田 梨音 清末 ここり

赤土 さくら 清末 あいり

原口 聡佳 中西 咲楽 (TNBCｼﾞｭﾆｱ）

古澤 由彩 (曙川ｽﾏｯｼｭ） 小林 望愛 (新北野ﾍﾟｶﾞｻｽ）

今里 美咲 (OSAKA CBC Jr.） 塩田 彩楽

野口 凜乃 坂本 七海

越智 沙弥香④ 阪田 遥夏

宮崎 友花⑤ 松本 晴愛

前田 早稀⑤

1部6年以下女子ダブルス

(D☆ARMY）

2 (瓜破西SSC）

(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ） 10

1 (田原ｽﾏｯｼｭBC）

(吹田ｼﾞｭﾆｱｺﾝﾄﾞﾙ） 18

(ｽﾏｲﾙｼﾞｭﾆｱ） 11

3 (高槻AJBC）

(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ） 12

4 (吹田ｼﾞｭﾆｱｺﾝﾄﾞﾙ）

22

(OSAKA CBC Jr.）

13

(瓜破西SSC） 26 28

(ｽﾏｲﾙｼﾞｭﾆｱ）

(田原ｽﾏｯｼｭBC） 23

19 (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

(高槻AJBC）

(OSAKA CBC Jr.）

5 (D☆ARMY）

(ﾔﾏﾋｻｸﾗﾌﾞ） 30 31

32 (田原ｽﾏｯｼｭBC）

29

14

6 (曙川ｽﾏｯｼｭ）

(山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ） 24

20

25

(高槻AJBC） 15

7 (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

(新北野ﾍﾟｶﾞｻｽ）

27 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

(TNBCｼﾞｭﾆｱ） 16

8

(瓜破西SSC）

21 (高槻AJBC）

(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ） 17

9 (D☆ARMY）



 
梶川 沙妃④

原田 小雪 井出 千暁④

文元 日菜④ 川上 彩葉

青山 瑞希④ 10 川原 真花

村田 美来 久保田 彩音

大田 紗羽④ 山下 虹花④

二宮 颯希③ 池原 彩月④

味岡 らな 沼田 弥乘③

福井 優奈 小川 七星

西 加菜衣 西村 紋奈

伊藤 瑚々 皿谷 このみ

山田 唯葉③ 中津 明優

岡部 真心④ 三浦 志保④ (田原ｽﾏｯｼｭBC）

小山 かんな③ 福井 遥菜④ (TNBCｼﾞｭﾆｱ）

相磯 慧② 奥田 梨乃
松島 稀瑠

 

西田 釉咲(女) 藤野 航亮
野口 達矢 川田 汐恩④

羽原 由将 渡邊 圭祐
金井 佑真 前原 陸斗

西浦 朱雀 藤井 漣
西浦 昇華⑤ 櫻井 雄介⑤

鳥丸 大樹 別府 健太朗
山口 達也 平井 隼②

 

 
岡田 裕希 遠山 賢心
久保 優馬③ 剣持 亘

佐々木 一樹 小竹 康太郎
大上 颯斗④ 森川 心暖(女)

易 海翔 澤田 智治
桶谷 海友 若松 瑚汰郎

岡林 大矢 荒木 孝光
三澤 亮介 大髙 遼平④

中元 翔 藤本 桐生④
高橋 柊羽 水木  晶

1部5年以下女子ダブルス1部5年以下女子ダブルス

(田原ｽﾏｯｼｭBC）

(曙川ｽﾏｯｼｭ）

4

8

1

(ｽﾏｲﾙｼﾞｭﾆｱ）

(田原ｽﾏｯｼｭBC）

(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

(瓜破西SSC）

(新北野ﾍﾟｶﾞｻｽ）

(田原ｽﾏｯｼｭBC）

(D☆ARMY）

(瓜破西SSC）

142

3

(ﾔﾏﾋｻｸﾗﾌﾞ）

5

6

7

9

11

12 13

(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

(ｽﾏｲﾙｼﾞｭﾆｱ）

(枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

2

(TNBCｼﾞｭﾆｱ） (ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ）

4 6

(ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ） (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

(ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ）

1

(ﾗｲｵﾝｽﾞｼﾞｭﾆｱ） 7 8 (山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ）

9

2部Bブロック（5年男子ダブルス）

(KOMATSU） (南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

3 5

(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

2

5

7

6

3

4

2部Aブロック（6年男子ダブルス）

(山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ）

(桃山台小学校）

(一匹狼）

(TNBCｼﾞｭﾆｱ）

(吹田ｼﾞｭﾆｱｺﾝﾄﾞﾙ）

(安立B･C）

(ﾗｲｵﾝｽﾞｼﾞｭﾆｱ）

(ｽﾏｲﾙｼﾞｭﾆｱ）

1



中井 海里 江口 凌太
古賀 潤 森下 真帆(女)

猪股 倖希 城下蒼太朗
平山 司③ 平山葉二朗

栗山 聡大 岩澤 翔
小川 陽向②(女) 森田 晴仁

阿部 陽 藤原 徠名
山本 聡仁 伊藤 瑠偉輝

 
青木 美優 田近 絆南
高野 瑞希 荒木 百香⑤

木村 美礼 香山 明日菜
森本衣智花 佐々木 美紅

澤村 花恋 西川 未来
郡山 海佑 石川 真菜

池上 望実 上山 日菜
草田 亜莉沙④ 阿部 はづき

松本 亜依 江嵜 文音
橋本 なつき 西尾 柚香

 
松永 樺奈 早田 涼香
佐瀬 日奈子⑤ 浅野 菜穂

濱埜  結 田中 裕弥子
俣野 友里 山本 雪乃

青木 真結 佃 真衣子
藻越 万里乃 近藤 雪乃

中川 詩織⑤ 青木 一華
大西 來夏 亀井 菜央

田中 玲音 小林 千紗
高原 羽希 島田 莉楓

(ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ）

(香里丘ｸﾗﾌﾞ）

3 5

(安立B･C）

(T&Aｼﾞｭﾆｱ）

1

2

4 6

(くらわんかｸﾗﾌﾞ）

7 8

7

9

(ｽﾏｲﾙｼﾞｭﾆｱ）

(くらわんかｸﾗﾌﾞ）

2部Dブロック（6年女子ダブルス）

(ﾗｲｵﾝｽﾞｼﾞｭﾆｱ）

(桃山台小学校）

(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

2

3

4

65

2部Cブロック（4年男子ダブルス）

(TNBCｼﾞｭﾆｱ）

(くらわんかｸﾗﾌﾞ）

(ｽﾏｲﾙｼﾞｭﾆｱ）

(東小橋ｼﾞｭﾆｱ）

3 5

(桃山台小学校）

(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

(くらわんかｸﾗﾌﾞ）

(山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ）

(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

1

9

2部Eブロック（6年女子ダブルス）

(東小橋ｼﾞｭﾆｱ） (すみﾊﾞ）

(TNBCｼﾞｭﾆｱ）

(ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ）

1

(山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ） 7 8 (くらわんかｸﾗﾌﾞ）

2

(中央B.C.） (安立B･C）

4 6

(安立B･C）



 
山中 愛乃
大前 響④(男) 町田 陽菜

森 愛実④ 中井 茉愛

福田 好 大迫  怜

山岡 陽万莉 吉本 茉里奈

井戸 杏南④ 亀野 美空

川口 愛夏 田端 莉々夏

中川 愛梛④ 中橋 音帆羽

鈴木 釉万④ 岩本 紗季④

中西 真数

 
鈴木 麗奈

渡部 虹 木村 奈央

佐藤 小春 木村 世理

西田  凜 上野 詩織

長田 華 稲垣 結愛

柚木 里咲 山本 胡桃

宇野 幸 亀井 美怜

上山 亜紀④ 坂本 海帆

森 優月 篠原 冴香

岩津 奏

小林 愛心

冷水 にい菜 原口 衣愛

和田 夢生 長谷川 ひなた

澤村 月那 辻田 理紗③

徳山 奈々③ 中村 百花

竹谷 奈南 藻越 珠

藤川 莉愛 村田 紗希
黒岩 希々③

北辻 捺稀 (D☆ARMY） 西田 逢紗
田尾 玲良 (枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ） 西田 楓彩

中西 咲和 (山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ） 阿部 七碧 (ﾗｲｵﾝｽﾞｼﾞｭﾆｱ）

不明 (不明） 田中  花実⑤ (ｵｰﾌﾟﾝ）

前田  陽花 大西 悠月
船橋 梨花 舟橋 佳歩③

蔭山 結芽 小島 みなみ
二宮 瑠唯 田川 怜紗

2部Fブロック（5年女子ダブルス）

(山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ）

(すみﾊﾞ）

(TNBCｼﾞｭﾆｱ）

(中央B.C.）

(吹田ｼﾞｭﾆｱｺﾝﾄﾞﾙ）

(ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

(桃山台小学校）

(山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ）

(ｽﾏｲﾙｼﾞｭﾆｱ）

1

2

3

4

5

6 7

8

2部Gブロック（5年女子ダブルス）

(山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ）

2 (東小橋ｼﾞｭﾆｱ）

(桃山台小学校） 4

1 (TNBCｼﾞｭﾆｱ）

(ﾗｲｵﾝｽﾞｼﾞｭﾆｱ） 6

(すみﾊﾞ） 5

3 (高槻AJBC）

(T&Aｼﾞｭﾆｱ）

2部Hブロック（4年女子ダブルス）

(南郷ｷｭｰﾋﾟｯﾄ）

7

8 (ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ）

(新北野ﾍﾟｶﾞｻｽ）

(東小橋ｼﾞｭﾆｱ）

(山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ）

3(香里丘ｸﾗﾌﾞ）

1

4
5

6

2部Iブロック（4年女子ダブルス）

(山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ）

(高槻AJBC）

2

(山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ）

(新北野ﾍﾟｶﾞｻｽ）

(山之内ﾄﾞﾘｰﾑｽ）

(高槻AJBC）

(中央B.C.）

1

2

3

4

65

7



 
藤本 心櫂 島田 莉玖
増田 晃大 荒木 知那

木村 唯人 中村 海斗
金田 暖人 城下 友之介

味岡 樹哉 水本 敦也
文元 健翔② 川﨑 慶人

島谷 愛生② 梶原 陽斗
廣瀬 桂斗 山田 惟桜②

 

 
木村 果恋 越野 日和
森本 梨里花 高野 由希愛

東上 祐希菜 山田 有珂①
富田 琴音① 寺井 心音①

有吉 彩羽① (瓜破西SSC） 田中内 美愛②

古川 遥己① (FBC） 白石 一華②

延原 ひなた 出水 結菜
子池 咲希② 横井 真愛

2部Jブロック（3年以下男女ダブルス）

(瓜破西SSC）

(中央B.C.）

(田原ｽﾏｯｼｭBC）

(ﾔﾏﾋｻｸﾗﾌﾞ）

(TNBCｼﾞｭﾆｱ）

(くらわんかｸﾗﾌﾞ）

(ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ）

(瓜破西SSC）

1

2

3

4

5 6

7

(香里丘ｸﾗﾌﾞ） (ﾗﾌﾞｵｰﾙｼﾞｭﾆｱ）

1 3

(吹田ｼﾞｭﾆｱｺﾝﾄﾞﾙ）

7 (ｲｰｸﾞﾚｯﾄ）

2 4

2部Kブロック（3年以下男女ダブルス）

(T&Aｼﾞｭﾆｱ） (枚方殿一ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）

(瓜破西SSC）

5 6


