
交流試合（この試合は、21点1ゲーム延⻑あり、セルフジャッジ）
■１２〜１５コートで⾏ってください。
No ⽒名 所属 対戦結果 ⽒名 所属
1 佐々⽥ 創琉 楽々園ＪｒＢＣ ー 河野 明果 キティタイガー
2 梶江 紗⽣ 楽々園ＪｒＢＣ ー 寄東 美結 三原ジュニア
3 中川 茉⻘ 楽々園ＪｒＢＣ ー ⾼林 佑吏 キティタイガー
4 ⻲⼭ 悠也 瀬野ジュニア ー ⻲⽥ 美優菜 楽々園ＪｒＢＣ
5 ⽵岡 哲和愛 祇園ジュニア ー ⼩樋 結菜 楽々園ＪｒＢＣ
6 ⾼林 幸毅 キティタイガー ー 川村 緑奈美 楽々園ＪｒＢＣ
7 ⻄原 陽太 キティタイガー ー 能村 美希 楽々園ＪｒＢＣ
8 堀江 蒼⾺ あかねジュニア ー 寶積 愛朱 楽々園ＪｒＢＣ
9 久保⽊ 輝 楽々園ＪｒＢＣ ー 藤川 美緒 三⼊ジュニア
10 ⼾⽥ 奏楽 楽々園ＪｒＢＣ ー 斎藤 桃 三⼊ジュニア
11 関根 瑠⼀ 楽々園ＪｒＢＣ ー 岩池 紅⿇ 三⼊ジュニア
12 佐々⽊ 彰⽃ 楽々園ＪｒＢＣ ー 中村 ⼼奏 三⼊ジュニア
13 中川 航輔 楽々園ＪｒＢＣ ー 内⽥ 七海 瀬野ジュニア
14 ⼤⽮ 健⼈ 三⼊ジュニア ー 村雲 結⽉ 瀬野ジュニア
15 畑賀 侑真 三⼊ジュニア ー ⾯⾼ 萌菜 ⼤野ジュニア
16 ⼊江 琉⽣ 三⼊ジュニア ー ⽮野 結愛 ⼤野ジュニア
17 ⽯本 紗菜 ⾼陽ジュニア ー 椚原 ちなみ 海⽥ジュニア
18 髙⽥ 悠花 ⽥中ＢＣ広島 ー 能村 美希 楽々園ＪｒＢＣ

■９〜１１コートで⾏ってください。
No ⽒名 所属 対戦結果 ⽒名 所属
1 坪井 豪太 楽々園ＪｒＢＣ ー ⾦本 莉愛 キティタイガー
2 上野 ⾥実 瀬野ジュニア ー 湯浅 凛⾳ 広島安佐Ｊｒ
3 藤沢 友希乃 楽々園ＪｒＢＣ ー ⼭⼿ 幹太 広島安佐Ｊｒ
4 休⽯ 蓮 楽々園ＪｒＢＣ ー ⼤⽮ 菜々美 三⼊ジュニア
5 瑞⽊ 基道 楽々園ＪｒＢＣ ー 柳原 菜那 東野ＳＢＣ
6 ⽵中 颯志朗 ⽥中ＢＣ広島 ー 中川 実莉 楽々園ＪｒＢＣ
7 池⽥ 結詠 三⼊ジュニア ー 宇⾼ ⼼愛 ⼤野ジュニア
8 松岡 湊⼈ 三⼊ジュニア ー ⽔上 莉⾐咲 ＴＳＣ
9 松本 知樹 東野ＳＢＣ ー 豊⽥ 妃那 祇園ジュニア
10 岩藤 典孝 ⼤野ジュニア ー 倉本 彩由美 瀬野ジュニア
11 河岡 暖⼠ ⼤野ジュニア ー 清⽔ 愛⼼ 海⽥ジュニア
12 ⾼橋 蒼⽣ あかねジュニア ー ⻑棟 愛紗 ⼤野ジュニア
13 成瀬 ⼤臥 ⾼陽ジュニア ー ⽟置 悠 広島安佐Ｊｒ
14 吉井 純平 あかねジュニア ー 柘植 明莉 広島安佐Ｊｒ
15 成瀬 柑那 ⾼陽ジュニア ー ⽵中 颯志朗 ⽥中ＢＣ広島



交流試合（この試合は、15点1ゲーム延⻑あり、セルフジャッジ）
■８コートで⾏ってください。
No ⽒名 所属 対戦結果 ⽒名 所属
1 湯浅 煌星 広島安佐Ｊｒ ー 中⽥ もも ⼤野ジュニア
2 櫻井 駿平 あかねジュニア ー 三澤 碧央 ⼤野ジュニア
3 ⽟置 琉海 広島安佐Ｊｒ ー 湯浅 煌星 広島安佐Ｊｒ



交流試合（この試合は、21点1ゲーム延⻑あり、セルフジャッジ）
■１２〜１５コートで⾏ってください。
No ⽒名 所属 対戦結果 ⽒名 所属
19 宍⼾ 祐太 海⽥ジュニア ー ⽥⼭ みなみ 宇品ジュニア
20 橋本 翔央 海⽥ジュニア ー ⼤⻄ 杏樹 宇品ジュニア
21 ⾕川 颯哉 祇園ジュニア ー 間 優⽉ 宇品ジュニア
22 藤⽥ 翔⼤ 三⼊ジュニア ー 岩井 琳 宇品ジュニア
23 岩崎 敦志 三⼊ジュニア ー ⼩⽥ 千春 宇品ジュニア
24 蔵⽥ 佳⼤ 三⼊ジュニア ー 宗⽥ 侑稟⼦ 宇品ジュニア
25 岩井 悠真 ⽥中ＢＣ広島 ー 髙﨑 結愛 祇園ジュニア
26 平岡 鉄兵 ⽥中ＢＣ広島 ー ⽵内 咲都 祇園ジュニア
27 ー ⽥中 未夢 広島安佐Ｊｒ
28 ー ⻄城 佑梨 広島安佐Ｊｒ
29 ー 宇⾼ 陽愛 ⼤野ジュニア
30 ー 倉﨑 星奈 ⼤野ジュニア
31 ー 江川 桃加 東野ＳＢＣ
32 ー 新原 亜⼦ 東野ＳＢＣ
33 ー 宇⾕ のどか 東野ＳＢＣ
34 ー
35 ー
36 ー

■９〜１１コートで⾏ってください。
No ⽒名 所属 対戦結果 ⽒名 所属
16 ⼤平 陽翔 久松台 ー ⾼橋 愛未 宇品ジュニア
17 ⿇⽣ 理仁 久松台 ー ⼩林 璃⼦ 宇品ジュニア
18 池⽥ 晄 三⼊ジュニア ー ⼭本 実央 祇園ジュニア
19 ー 森本 莉央 祇園ジュニア
20 ー ⼩⾺場 穂花 瀬野ジュニア
21 ー 遠藤 愛⼼ 瀬野ジュニア
22 ー 明代 みゆき ⽥中ＢＣ広島
23 ー 岩井 菜穂 ⽥中ＢＣ広島
24 ー 畠⽥ あや 東野ＳＢＣ
25 ー
26 ー
27 ー
28 ー
29 ー
30 ー



交流試合（この試合は、21点1ゲーム延⻑あり、セルフジャッジ）
■８コートで⾏ってください。
No ⽒名 所属 対戦結果 ⽒名 所属
4 ー 藤⽥ 愛⽣ 三⼊ジュニア
5 ー 蔵⽥ 早⾳ 三⼊ジュニア
6 ー


