
シード順位 シード順位

樋口 菜穂子② （帝塚） 鎌田 瑞季② （奈良）

窪之内 李音② （帝塚）
樋口・窪之内 鎌田・阪口 阪口 円香① （奈良）

中西・安川 中西 絢音② （育英） 60 61 胡内 円花① （登美）

安川 優香② （育英）
福西・杉本 胡内・金原 金原 結衣① （登美）

福西・杉本 福西 真衣子① （育西） 60 75 青山 諒子② （帝塚）

杉本 真莉① （育西）
樋口・窪之内 鎌田・阪口 田中 優② （帝塚）

濱岡・浦崎 濱岡 亜衣① （清陵） 60 64 下室 奈摘子② （生駒）

浦崎 真緒① （清陵）
濱岡・浦崎 南 ・森安 橋本 泉② （生駒）

BYE 63 南 奈桜① （育西）

BYE 濱岡・浦崎 西尾・豊浦 森安 紗椰① （育西）

上村・米田 上村 瑞奈② （天理） 62 63 西尾 美都① (女附)

米田 彩乃② （天理）
樋口・窪之内 能勢・島 豊浦 綾香① (女附)

伊藤・髙橋 伊藤 美優② （一条） 60 60 能勢 彩佳音① （高取）

髙橋 緋奈② （一条）
西橋・小山 能勢・島 島 麻貴② （高取）

西橋・小山 西橋 舞② (女附) 64 60 西 樹里阿② （平城）

小山 万葉② (女附)
西橋・小山 西 ・中野 中野 夏海① （平城）

竹川・岡野 竹川 舞② （奈良） 61 63 坂口 友香② （高円）

岡野 琴香① （奈良）
西橋・小山 能勢・島 鳥元 恵実② （高円）

黒田・近東 黒田 瑞季① （平城） 63 60 髙岡 里帆② （一条）

近東 佳奈① （平城）
杉本・五味 髙岡・今井 今井 優理子② （一条）

杉本・五味 杉本 皐月① （生駒） 63 60 髙間 安由那① （奈情）

五味 帆乃夏① （生駒）
杉本・五味 髙岡・今井 内田 円① （奈情）

岩木 純菜② （高取） 76(4) 76(4) 木下 祐菜② （清陵）

澤田 雛乃② （高取）
樋口・窪之内 能勢・島 大谷 晴香② （清陵）

山川 真由① （奈学） 60 64 青山 佳奈子② （登美）

棚田 梨紗① （奈学）
矢原・内田 青山・南 南 沙也加② （登美）

森田・前田 森田 愛梨① （大淀） 61 60 生野 千裕① （高取）

前田 怜奈① （大淀）
矢原・内田 生野・渡邉 渡邉 愛里① （高取）

矢原・内田 矢原 涼帆① (女附) 60 75 桑原 悠② （帝塚）

内田 桃香① (女附)
矢原・内田 青山・南 松岡 理彩子② （帝塚）

前田・戸川 前田 夏希① （平城） 64 61 望月 理奈① （教校）

戸川屋 凪美① （平城）
三原・柳谷 望月・金子 金子 りん① （教校）

三原・柳谷 三原 歩実① （奈情） 60 W.O. 吉島 七海② （生駒）

柳谷 星奈① （奈情）
三原・柳谷 吉永・金子 生田 瑞季② （生駒）

中本・細野 中本 歩美② （高取） 62 63 吉永 奈津実① （清陵）

細野 温子② （高取）
駒田・西田 辻本・鎌田 金子 結香① （清陵）

今西・植村 今西 真理② （育西） 60 62 村上 絵梨② （平城）

植村 明日香② （育西）
今西・植村 村上・山口 山口 真由② （平城）

柏木・船積 柏木 里咲① （生駒） 61 61 BYE
船積 加奈子① （生駒）

柏木・船積 BYE

千田・水野 千田 紗恵① （奈良） 60 大西 瑞希② （西京）

水野 真奈絵① （奈良）
駒田・西田 辻本・鎌田 林 舞子② （西京）

紙屋・吉岡 紙屋 明梨② （登美） 62 61 中澤 有紀② (女附)

吉岡 真奈① （登美）
紙屋・吉岡 奥田 千遥① (女附)

田中・瀧川 田中 奈帆① （帝塚） 60 61 横山 千晶① （一条）

瀧川 桃子① （帝塚）
駒田・西田 辻本・鎌田 今井 友香① （一条）

駒田 鈴乃② （一条） 61 61 辻本 琴美② （奈良）

西田 紗季② （一条） 鎌田 菜緒② （奈良）
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シード順位 シード順位

谷口 真歩② （平城） 辻井 桜花① （登美）

今井 咲月② （平城）
谷口・今井 辻井・染川 染川 真衣① （登美）

二ノ宮 夏希① （生駒） 61 64 花岡 菜摘① （奈良）

石橋 伊桜里① （生駒）
佐川・山本 石橋・末次 野呂 有沙① （奈良）

佐川 あさひ① （育西） 60 60 石橋 芽生② （高取）

山本 鈴夏① （育西）
谷口・今井 辻井・染川 末次 真菜① （高取）

福壽 遥河② （高取） 62 61 辻 知里② （生駒）

吉川 佳奈① （高取）
福壽・吉川 柏原・福岡 新坂 梨湖② （生駒）

BYE 61 柏原 好花② （育西）

BYE 福壽・吉川 柏原・福岡 福岡 七津輝② （育西）

柳瀬 七海① （高円） 61 60 坂口 怜菜② （奈情）

寺坂 文緒① （高円）
谷口・今井 辻井・染川 大窪 香穂② （奈情）

武本 有加② （大淀） 62 61 雪上 涼実② （一条）

乾 まこ② （大淀）
岡本・吉井 池田・塚原 松岡 実穂② （一条）

岡本 彩花② （帝塚） W.O. 62 川本 果澄① （平城）

吉井 梨紗② （帝塚）
岡本・吉井 池田・塚原 新開 彩加① （平城）

岩田 栄奈② （西京） 64 62 池田 留輝愛② (女附)

加藤 沙奈① （西京）
辻本・松山 杉井・弓場 塚原 瑞穂① (女附)

野木 恵花② （奈良） 60 61 小川 恵里佳② （天理）

牧井 美波① （奈良）
土谷・杉山 金田 唯奈① （天理）

土谷 葵② （奈学） 60 60 高橋 まこ① （教校）

杉山 明日香② （奈学）
辻本・松山 杉井・弓場 本多 郁子① （教校）

辻本 夏佳② (女附) 62 61 杉井 千恵② （清陵）

松山 こころ② (女附)
谷口・今井 三原・与四田 弓場 美② （清陵）

安原 和香② （奈良） 60 62 福田 美緒① （奈良）

大畑 美可子② （奈良）
安原・大畑 部川・潟村 村中 久珠① （奈良）

田中 美成① （登美） 75 63 新田 真子② （生駒）

木村 優子① （登美）
喜多・堀内 部川・潟村 藤田 里奈② （生駒）

喜多 朱音① （高取） 60 63 部川 なつみ① （育西）

堀内 弥生① （高取）
安原・大畑 部川・潟村 潟村 芽瑠① （育西）

岩下 知世① （教校） 64 76(4) 寺野 真季① (女附)

風見 菜々子① （教校）
宅和・角原 寺野・津田 津田 瑞希① (女附)

宅和 千晶① （磯城） 60 W.O. 松川 絢香① （西京）

角原 美紗① （磯城）
宅和・角原 寺野・津田 田中 優希① （西京）

髙岡 小雪① （平城） 63 62 佐藤 願美① （一条）

川井 優奈① （平城）
澤田・大西 三原・与四田 能勢 千夏① （一条）

田口 桜子② （生駒） 62 60 山内 美歩② （西大）

山野 真莉子② （生駒）
土屋・西山 山内・岡本 岡本 麻里② （西大）

吉岡 さくら② （一条） 64 61 BYE
久郷 愛花① （一条）

土屋・西山 北田・小竹 BYE

土屋 瞳② (女附) 62 北田 麻宝② （帝塚）

西山 水葵② (女附)
澤田・大西 三原・与四田 小竹 真唯子② （帝塚）

山澤 佳菜子① （奈情） 62 60 川﨑 碧① （清陵）

辻本 有香① （奈情）
高橋・森本 松島・吉井 黒岩 美結① （清陵）

高橋 花帆① （天理） 62 61 松島 七桜① （平城）

森本 菜々生① （天理）
澤田・大西 三原・与四田 吉井 雪乃① （平城）

澤田 実梨② （帝塚） 61 60 三原 翠② （育英）

大西 佳那② （帝塚） 与四田 来実② （育英）
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