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3位決定戦 5～8位順位戦の結果
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奥谷 友結

笠原 佑月

（O's)

（O's)

優勝

藤井 小夏

太野垣 碧泉

大河 心春

若松 凜花 (YAMATO))

(ﾙｰｾﾝﾄ)

(ﾙｰｾﾝﾄ)

(奈国)

笠原 佑月 (O's)

2 住田 空 (ルーセントTC奈良) 28 廣田 菜々子 (MTP)

[1] 1 小坂 莉來 (O's) [3～4] 27小坂　莉來

6-2,6-2

福井 ひより (YELL )

4 江郷 咲菜 (MTP) 30 馬場 梨緒 (YAMATO)

3 下林 柚希 (ユニークスタイルTA) 29

住友 月 (ルーセントTC奈良)

6 宮本 悠花 (香芝インドアTC) 32 福本 乙葉 (ユニークスタイルTA)

5 西川 茉彩 (YELL ) 31

藤井 春歌 (TN-21)

[9～12] 8 木村 葉乃音 (佐保山TC) [9～12] 34 有山 依恋 (奈良国際TC)

[13～16] 7 平田 理沙子 (佐保山TC) [13～16] 33

上山 静花 (TGK)

10 山本 結久 (ダイヤ) 36 釘田 遥香 (MTP)

9 伊藤 更紗 (平群TA) 35

高山 知咲希 (ユニークスタイルTA)

12 井川 友希名 (ユニークスタイルTA) 38 岩熊 彩那 (佐保山TC)

11 森塚 音羽 (ルーセントTC奈良) 37

太野垣 碧泉 (ルーセントTC奈良)

[5～8] 14 大河 心春 (ルーセントTC奈良) [5～8] 40 吉田 梨乃 (ルーセントTC奈良)

[5～8] 13 若松 凜花 (YAMATO) [5～8] 39

上田 純蓮 (ユニークスタイルTA)

16 北林 楓菜 (MTP) 42 岩崎 史芳 (YELL )

15 一瀬 佳歩 (平群TA) 41

大録 永佳 (平群TA)

18 中島 樹季 (TS奈良) 44 村上 紗英 (香芝インドアTC)

17 光武 和奏 (ハードボール) 43

藤井 小夏 (奈良国際TC)

[13～16] 20 上田 葉琉 (ユニークスタイルTA) [13～16] 46 堀田 詩織 (ハードボール)

[9～12] 19 長居 優奈 (YELL ) [9～12] 45

澤 ひより (ルーセントTC奈良)

22 前山 瑞希 (MTP) 48 長野 陽花 (ダイヤ)

21 田中 美來 (奈良国際TC) 47

BYE

24 安川 千遥 (香芝インドアTC) 50 岡本 柚希 (YELL )

23 下野 恵美理 (ルーセントTC奈良) 49

塩山 明日香 (MTP)

[3～4] 26 奥谷 友結 (O's) [2] 52 永澤 亜彩香 (サンヒル)

25 秦 有希 (ダイヤ) 51


