
1 2 3 4 5 6 7
09:20 WSA-A-1 WSA-B-1 WSA-C-1 MSC-A-1 WSA-D-1 WSA-E-1 WSA-F-1

前田早稀 池田美和 相磯美心 井手口翔 原田小雪 梶川沙妃⑤ 奥田梨乃
(瓜破西ＳＳＣ) (南郷キューピット) (瓜破西ＳＳＣ) (南郷キューピット) (田原スマッシュＢＣ) (瓜破西ＳＳＣ) (ヤマヒサクラブ)
大塚和奏⑤ 町田陽菜 中津明優 佐橋亮哉① 北野奈帆美⑤ 村田美来 皿谷このみ

(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (イーグレット) (枚方殿一クラブジュニア) (吹田ジュニアコンドル) (高槻ＡＪＢＣ) (曙川スマッシュ) (枚方殿一クラブジュニア)
1 2 3 4 5 6

09:40 WSA-F-2 WSA-G-1 WSA-G-2 MSC-A-2 WSA-H-1 WSA-I-1 MSA-A-1
岡部真心⑤ 三浦志保⑤ 堺優子 井出真太郎 松島稀瑠 小川七星 川北和弥

(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (田原スマッシュＢＣ) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (瓜破西ＳＳＣ) (ヤマヒサクラブ) (スマイルジュニア) (田原スマッシュＢＣ)
下馬場茉迪 村田紗希⑤ 青山瑞希⑤ 宮田海大 池原彩月⑤ 福井優奈 中井海里⑤

(曙川スマッシュ) (高槻ＡＪＢＣ) (曙川スマッシュ) (吹田ジュニアコンドル) (南郷キューピット) (田原スマッシュＢＣ) (ＴＮＢＣジュニア)
7 8 9 10 11 12

10:00 MSA-B-1 MSA-C-1 MSA-D-1 MSC-B-1 MSA-E-1 MSA-F-1 MSA-G-1
富田昌樹 田中隼 谷村暖忠 岡林大聖 山川健介 榎宮颯良 森本空凛

(吹田ジュニアコンドル) (田原スマッシュＢＣ) (イーグレット) (ＴＮＢＣジュニア) (スマイルジュニア) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (四條畷学園小学校)
渡辺幹大 山本夏以⑤ 大前響⑤ 中神怜士 岡田裕希 宮本拓実⑤ 床田和樹

(南郷キューピット) (新星ジュニア) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (吹田ジュニアコンドル) (ＫＯＭＡＴＳＵ) (南郷キューピット) (ＴＮＢＣジュニア)
13 14 15 16 17 18

10:20 MSA-H-1 MSA-I-1 MSA-J-1 MSC-B-2 WSB-A-1 WSB-B-1 WSB-B-2
水本拓也 森本凛空 古川香月 古川遥己 沼田弥乘 山田唯葉 徳山奈々

(ラブオールジュニア) (四條畷学園小学校) (田原スマッシュＢＣ) (田原スマッシュＢＣ) (南郷キューピット) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (南郷キューピット)
出原雅行⑤ 網干朋希 木原樹⑤ 中川由陽 東上祐希菜 大野愛莉③ 山田惟桜

(南郷キューピット) (スマイルジュニア) (スマイルジュニア) (ラブオールジュニア) (吹田ジュニアコンドル) (桜舞ジュニア) (瓜破西ＳＳＣ)
19 20 21 22 23 24

10:40 WSB-C-1 WSB-D-1 WSB-E-1 WSC-A-1 WSB-F-1 MSB-A-1 MSB-B-1
二宮颯希 相磯慧③ 小山かんな 富田琴音 横井真愛 中村優希 川又康聖

(スマイルジュニア) (瓜破西ＳＳＣ) (瓜破西ＳＳＣ) (吹田ジュニアコンドル) (枚方殿一クラブジュニア) (田原スマッシュＢＣ) (ＴＮＢＣジュニア)
大西恵満③ 小川陽向③ 出水結菜 山田有珂 高杉和花③ 増田晃大 久保優馬

(田原スマッシュＢＣ) (スマイルジュニア) (枚方殿一クラブジュニア) (瓜破西ＳＳＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (瓜破西ＳＳＣ) (ＫＯＭＡＴＳＵ)
25 26 27 28 29 30

11:00 MSB-C-1 MSB-C-2 MSB-D-1 WSC-B-1 MSB-E-1 WSA-A-2 WSA-B-2
岩崎礼馳 藤本心櫂 政倉大志 味岡ゆな 平井隼③ 大塚和奏⑤ 町田陽菜

(四條畷学園小学校) (瓜破西ＳＳＣ) (ＫＯＭＡＴＳＵ) (田原スマッシュＢＣ) (スマイルジュニア) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (イーグレット)
古川裕貴 山本莉一 内藤圭吾 有吉彩羽 南龍介 松村璃音 池田華月

(田原スマッシュＢＣ) (Ｔ＆Ａジュニア) (田原スマッシュＢＣ) (瓜破西ＳＳＣ) (桜舞ジュニア) (南郷キューピット) (桜舞ジュニア)
31 32 33 34 35 36

11:20 WSA-C-2 WSA-D-2 WSA-E-2 WSC-B-2 WSA-F-3 WSA-F-4 WSA-G-3
中津明優 北野奈帆美⑤ 村田美来 南陽菜 奥田梨乃 皿谷このみ 三浦志保⑤

(枚方殿一クラブジュニア) (高槻ＡＪＢＣ) (曙川スマッシュ) (桜舞ジュニア) (ヤマヒサクラブ) (枚方殿一クラブジュニア) (田原スマッシュＢＣ)
樋渡穂花 木綱愛瑠 川上実來里 寺井心音 岡部真心⑤ 下馬場茉迪 堺優子

(スマイルジュニア) (枚方殿一クラブジュニア) (スマイルジュニア) (瓜破西ＳＳＣ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (曙川スマッシュ) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．)
37 38 39 40 41 42

11:40 WSA-G-4 WSA-H-2 WSA-I-2 MSC-A-3 MSA-A-2 MSA-B-2 MSA-C-2
村田紗希⑤ 池原彩月⑤ 福井優奈 井手口翔 中井海里⑤ 渡辺幹大 山本夏以⑤

(高槻ＡＪＢＣ) (南郷キューピット) (田原スマッシュＢＣ) (南郷キューピット) (ＴＮＢＣジュニア) (南郷キューピット) (新星ジュニア)
青山瑞希⑤ 西加菜衣 福井遥菜⑤ 井出真太郎 藤原徠名⑤ 中元翔 西尾寿輝⑤

(曙川スマッシュ) (イーグレット) (ＴＮＢＣジュニア) (瓜破西ＳＳＣ) (イーグレット) (ラブオールジュニア) (ヤマヒサクラブ)
43 44 45 46 47 48

12:00 MSA-D-2 MSA-E-2 MSA-F-2 MSC-A-4 MSA-G-2 MSA-H-2 MSA-I-2
大前響⑤ 岡田裕希 宮本拓実⑤ 佐橋亮哉① 床田和樹 出原雅行⑤ 網干朋希

(ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (ＫＯＭＡＴＳＵ) (南郷キューピット) (吹田ジュニアコンドル) (ＴＮＢＣジュニア) (南郷キューピット) (スマイルジュニア)
新井孝聡 川田汐恩⑤ 伊藤瑠偉輝⑤ 宮田海大 若松瑚汰郎 岡林大矢 藪川十夢⑤

(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (吹田ジュニアコンドル) (イーグレット) (吹田ジュニアコンドル) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (ＴＮＢＣジュニア) (曙川スマッシュ)
49 50 51 52 53 54

12:20 MSA-J-2 WSB-A-2 WSB-B-3 MSC-B-3 WSB-B-4 WSB-C-2 WSB-D-2
木原樹⑤ 東上祐希菜 山田唯葉 岡林大聖 大野愛莉③ 大西恵満③ 小川陽向③

(スマイルジュニア) (吹田ジュニアコンドル) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (ＴＮＢＣジュニア) (桜舞ジュニア) (田原スマッシュＢＣ) (スマイルジュニア)
朝田将大⑤ 島谷愛生③ 徳山奈々 古川遥己 山田惟桜 木村果恋 黒岩希々

(ＫＯＭＡＴＳＵ) (ヤマヒサクラブ) (南郷キューピット) (田原スマッシュＢＣ) (瓜破西ＳＳＣ) (香里丘クラブ) (高槻ＡＪＢＣ)
55 56 57 58 59 60

12:40 WSB-E-2 WSB-F-2 MSB-A-2 MSC-B-4 MSB-B-2 MSB-C-3 MSB-C-4
出水結菜 高杉和花③ 増田晃大 中神怜士 久保優馬 岩崎礼馳 古川裕貴

(枚方殿一クラブジュニア) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (瓜破西ＳＳＣ) (吹田ジュニアコンドル) (ＫＯＭＡＴＳＵ) (四條畷学園小学校) (田原スマッシュＢＣ)
高見真央 荒木知那 児玉周仁 中川由陽 樋渡優真③ 藤本心櫂 山本莉一

(新星ジュニア) (ＴＮＢＣジュニア) (ＫＯＭＡＴＳＵ) (ラブオールジュニア) (スマイルジュニア) (瓜破西ＳＳＣ) (Ｔ＆Ａジュニア)
61 62 63 64 65 66

13:00 MSB-D-2 MSB-E-2 WSA-A-3 WSC-A-2 WSA-B-3 WSA-C-3 WSA-D-3
内藤圭吾 南龍介 前田早稀 山田有珂 池田美和 相磯美心 原田小雪

(田原スマッシュＢＣ) (桜舞ジュニア) (瓜破西ＳＳＣ) (瓜破西ＳＳＣ) (南郷キューピット) (瓜破西ＳＳＣ) (田原スマッシュＢＣ)
廣瀬桂斗 梶原陽斗 松村璃音 阿部ちづる 池田華月 樋渡穂花 木綱愛瑠

(ヤマヒサクラブ) (瓜破西ＳＳＣ) (南郷キューピット) (田原スマッシュＢＣ) (桜舞ジュニア) (スマイルジュニア) (枚方殿一クラブジュニア)
67 68 69 70 71 72

13:20 WSA-E-3 WSA-F-5 WSA-F-6 WSC-B-3 WSA-G-5 WSA-G-6 WSA-H-3
梶川沙妃⑤ 奥田梨乃 皿谷このみ 味岡ゆな 三浦志保⑤ 村田紗希⑤ 松島稀瑠

(瓜破西ＳＳＣ) (ヤマヒサクラブ) (枚方殿一クラブジュニア) (田原スマッシュＢＣ) (田原スマッシュＢＣ) (高槻ＡＪＢＣ) (ヤマヒサクラブ)
川上実來里 下馬場茉迪 岡部真心⑤ 南陽菜 青山瑞希⑤ 堺優子 西加菜衣

(スマイルジュニア) (曙川スマッシュ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (桜舞ジュニア) (曙川スマッシュ) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (イーグレット)
73 74 75 76 77 78

13:40 WSA-I-3 MSA-A-3 MSA-B-3 WSC-B-4 MSA-C-3 MSA-D-3 MSA-E-3
小川七星 川北和弥 富田昌樹 有吉彩羽 田中隼 谷村暖忠 山川健介

(スマイルジュニア) (田原スマッシュＢＣ) (吹田ジュニアコンドル) (瓜破西ＳＳＣ) (田原スマッシュＢＣ) (イーグレット) (スマイルジュニア)
福井遥菜⑤ 藤原徠名⑤ 中元翔 寺井心音 西尾寿輝⑤ 新井孝聡 川田汐恩⑤

(ＴＮＢＣジュニア) (イーグレット) (ラブオールジュニア) (瓜破西ＳＳＣ) (ヤマヒサクラブ) (Ｄ☆ＡＲＭＹ) (吹田ジュニアコンドル)
79 80 81 82 83 84

14:00 MSA-F-3 MSA-G-3 MSA-H-3 MSC-A-5 MSA-I-3 MSA-J-3 WSB-A-3
榎宮颯良 森本空凛 水本拓也 井手口翔 森本凛空 古川香月 沼田弥乘

(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (四條畷学園小学校) (ラブオールジュニア) (南郷キューピット) (四條畷学園小学校) (田原スマッシュＢＣ) (南郷キューピット)
伊藤瑠偉輝⑤ 若松瑚汰郎 岡林大矢 宮田海大 藪川十夢⑤ 朝田将大⑤ 島谷愛生③
(イーグレット) (ＯＳＡＫＡＣＢＣＪｒ．) (ＴＮＢＣジュニア) (吹田ジュニアコンドル) (曙川スマッシュ) (ＫＯＭＡＴＳＵ) (ヤマヒサクラブ)

85 86 87 88 89 90
14:20 WSB-B-5 WSB-B-6 WSB-C-3 MSC-A-6 WSB-D-3 WSB-E-3 WSB-F-3

山田唯葉 大野愛莉③ 二宮颯希 佐橋亮哉① 相磯慧③ 小山かんな 横井真愛
(Ｄ☆ＡＲＭＹ) (桜舞ジュニア) (スマイルジュニア) (吹田ジュニアコンドル) (瓜破西ＳＳＣ) (瓜破西ＳＳＣ) (枚方殿一クラブジュニア)

山田惟桜 徳山奈々 木村果恋 井出真太郎 黒岩希々 高見真央 荒木知那
(瓜破西ＳＳＣ) (南郷キューピット) (香里丘クラブ) (瓜破西ＳＳＣ) (高槻ＡＪＢＣ) (新星ジュニア) (ＴＮＢＣジュニア)

91 92 93 94 95 96
14:40 MSB-A-3 MSB-B-3 MSB-C-5 MSC-B-5 MSB-C-6 MSB-D-3 MSB-E-3

中村優希 川又康聖 岩崎礼馳 岡林大聖 古川裕貴 政倉大志 平井隼③
(田原スマッシュＢＣ) (ＴＮＢＣジュニア) (四條畷学園小学校) (ＴＮＢＣジュニア) (田原スマッシュＢＣ) (ＫＯＭＡＴＳＵ) (スマイルジュニア)

児玉周仁 樋渡優真③ 山本莉一 中川由陽 藤本心櫂 廣瀬桂斗 梶原陽斗
(ＫＯＭＡＴＳＵ) (スマイルジュニア) (Ｔ＆Ａジュニア) (ラブオールジュニア) (瓜破西ＳＳＣ) (ヤマヒサクラブ) (瓜破西ＳＳＣ)

97 98 99 100 101 102
15:00 WSA-1 MSA-1 MSA-2 MSC-B-6 WSB-1 WSB-2 MSB-1

中神怜士
(吹田ジュニアコンドル)

古川遥己
(田原スマッシュＢＣ)

103 104 105 106 107 108
15:20 WSA-2 WSA-3 WSA-4 WSC-A-3 WSA-5 MSA-3 MSA-4

富田琴音
(吹田ジュニアコンドル)

阿部ちづる
(田原スマッシュＢＣ)

109 110 111 112 113 114
15:40 MSA-5 MSA-6 WSB-3 WSC-B-5 WSB-4 MSB-2 MSB-3

味岡ゆな
(田原スマッシュＢＣ)

寺井心音
(瓜破西ＳＳＣ)

115 116 117 118 119 120
16:00 WSA-6 WSA-7 MSA-7 WSC-B-6 MSA-8 WSB-決勝 MSB-決勝

有吉彩羽
(瓜破西ＳＳＣ)

南陽菜
(桜舞ジュニア)

121 122 123 124 125 126
16:20 WSA-決勝 MSA-決勝 MSC-決勝

127 128
16:40 WSC-決勝
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