
　１１歳以下　男子シングルス
　１．赤澤　聡 ２１．米地　朔生

(東大阪)市 (交野市)

　２．川本　佳吾 ２２．大門　陸

(箕面市) (枚方市)

　３．藤沼　陸斗 ２１．須々木　那意

(寝屋川市) (茨木市)

　４．細川　蒼太 ２２．山脇　功二朗

(吹田市) (高槻市)

　５．小川　貴由 ２３．浜本　直弥

(茨木市) (大阪市)

　６．竹本　洋 ２４．丸岡　草太

(豊中市) （優勝） (交野市)

　７．山下　皓也 ２５．大嶋　希来

(枚方市) (豊中市)

　８．村田　洸明 ２６．桑田　望光

(交野市) (池田市)

　９．大森　圭 ２７．西嶋　元基

(大阪市) (吹田市)

　１０．谷口　健太 ２８．田村　悠樹

(島本町) 　（準優勝） (高槻市)

　１１．坂本　連太郎 ２９．神谷　翔太郎

(吹田市) (茨木市)

　１２．榊　優太 ３０．神野　歩夢

(枚方市) (門真市)

　１３．重松　拓真 ３１．中島　良太

(茨木市) (箕面市)

　１４．新　悠佑 ３２．荒井　広大

(枚方市) (大阪市)

　１５．大塚　隼人 ３３．平家　一希

(大阪市) （三　位） (枚方市)

　１６．小守　大地 ３４．立野　貴章

(門真市) (豊中市)

　１７．中村　涼太 ３５．国永　紘資

(島本町) (交野)市

１８．鈴木　響太 ３６．三和　遥人

(堺市) (吹田市)

安田





　１１歳以下　女子シングルス
　１．大谷　麻織 １７．武本　萌衣

（箕面市） （吹田市）

　２．BYE １８．BYE

　３．加賀　楓佳 １９．BYE

（茨木市）

　４．藤田　佳乃 ２０．古川　優希

（枚方市） （交野市）

　５．河野　よつば ２１．中村　千彩

（交野市） （豊中市）

　６．BYE ２２．BYE

（優　勝）

　７．BYE ２３．BYE

　８．山本　真未 ２４．宮西　梨菜

（大阪市） （茨木市）

　９．古川　木乃香 ２５．木下　晴結

（交野市） 　（準優勝） （枚方市）

１０．BYE ２６．BYE

１１．BYE ２７．BYE

１２．藤田　清花 ２８．沼野　花音

（茨木市） （茨木市）

１３．澤辺　　愛 ２９．岩永　春乃

（大東市） （門真市）

１４．BYE
　（三位）

３０．BYE

１５．BYE ３１．BYE

１６．倉本　眞子 ３２．神内　彩衣

（茨木市） （寝屋川市）

女子集合時間変更：９時⇒１２時



　１．三宅　慧樹 １７．岩田　輝介

(箕面市) (吹田市)

　２．長谷川　鷹丸 １８．上村　紀博

(枚方市) (島本町)

　３．掛川　颯太 １９．弁野　遼

(大阪市) (枚方市)

　４．山崎　浩平 ２０．高橋　彈

(茨木市) (高槻市)

　５．西嶋　大賀 ２１．長　潤一郎

(吹田市) (高槻市)

　６．小椋　陸渡 ２２．中西　康太

(島本町) （優勝） (島本町)

　７．稲増　大樹 ２３．村上　周平

(京田辺市) (吹田市)

　８．山本　桂輔 ２４．古川　勝裕

(高槻市) (交野市)

　９．山崎　秀斗 ２５．坂本　壱竹

(寝屋川市) (大阪市)

１０．渡邊　大起 ２６．ﾊﾟｳﾙ　謙

(島本町) 　（準優勝） (枚方市)

１１．水谷　充志 ２７．白濱　泰陽

(枚方市) (箕面市)

１２．大久保　勇希 ２８．今西　流空

(吹田市) (交野市)

１３．山本　恭也 ２９．西川　豪太

(大阪市) (交野市)

１４．森田　希望 ３０．橋口　匠伍

(島本町) (島本町)

１５．北嶋　巧海 ３１．藤井　律斗

(茨木市) (吹田市)

１６．八木　智也 ３２．岩田　拓樹

(交野市) (枚方市)

３３．丹治　颯太

（三　位）



　1３歳以下　女子シングルス
　１．加田　明日香

（河内長野市）

　２．BYE

　３．BYE

　４．BYE

　５．桃原　沙矢

（茨木市）

　６．BYE

　７．BYE

（優　勝）

　８．細川　花菜

（吹田市）

　９．小野　葵

（島本町） 　（準優勝）

１０．BYE

１１．BYE

１２．吉川　友香

（八幡市）

１３．小村　妃依

（門真市）

１４．BYE
　（三位）

１５．BYE

１６．山野　優妃

（茨木市）

女子集合時間変更：９時⇒１２時



　1５歳以下　男子シングルス
　１．下平尾　匠真 １７．山中　智稀

(枚方市) (高槻市)

　２．BYE １８．白濱　修己

(箕面市)

　３．君家　弘晃 １９．中島　裕釋

(枚方市) (守口市)

　４．矢吹　洋介 ２０．吉村　拓真

(高槻市) (吹田市)

　５．西川　新 ２１．安田　天

(枚方市) (高槻市)

　６．小野　祐人 ２２．中村　佐助

(島本町) （優勝） (門真市)

　７．河上　竜己 ２３．柏原　基毅

(交野市) (枚方市)

　８．大塚　勝汰 ２４．橋本　大都

(大阪市) (岸和田市)

　９．佐々木　優 ２５．秦泉寺　歩

(吹田市) (交野市)

１０．阪本　優起 ２６．明道　章人

(交野市) 　（準優勝） (守口市)

１１．川本　航平 ２７．橋本　悠正

(箕面市) (枚方市)

１２．中屋敷　勇人 ２８．宮口　滉平

(羽曳野市) (守口市)

１３．大森　蓮 ２９．土井　拓摩

(大阪市) (大東市)

１４．丸山　和仁 ３０．橋口　大成

(高槻市) (島本町)

１５．早田　涼生 ３１．BYE

(寝屋川市)

１６．斎藤　潤輝 ３２．石川　雅也

(八幡市) (箕面市)

（三　位）





　1５歳以下　女子シングルス
　１．小柳　優望 １７．伊藤　愛

（豊中市） （箕面市）

　２．BYE １８．BYE

　３．池内　梨華 １９．BYE

（枚方市）

　４．井上　美空 ２０．三宅　清日

（箕面市） （枚方市）

　５．原田　彩希 ２１．國見　こころ

（枚方市） （箕面市）

　６．BYE ２２．BYE

（優　勝）

　７．BYE ２３．BYE

　８．中村　そよか ２４．宮西　璃奈

（西宮市） （四條畷市）

　９．河本　明 ２５．奥野　楓

（箕面市） 　（準優勝） （豊中市）

１０．BYE ２６．BYE

１１．BYE ２７．BYE

１２．松野　朋実 ２８．三宅　万菜

（枚方市） （箕面市）

１３．小椋　茜 ２９．藤田　愛理

（箕面市） （茨木市）

１４．BYE
　（三位）

３０．室町　美咲

（枚方市）

１５．BYE ３１．BYE

１６．山脇　里緒 ３２．山本　祐未

（枚方市） （大阪市）

女子集合時間変更：９時⇒１２時


