
（注）獲得ゲーム率 ＝ 取得ゲーム ÷ 全ゲーム数

Ｄ１ ５－７ Ｄ１ ６－２

Ｄ２ ０－６ Ｄ２ ６－１

Ｄ１ ４－６ Ｄ１ ６－１

Ｄ２ ４－６ Ｄ２ ７－５

Ｄ１ ０－６ Ｄ１ ６－２

Ｄ２ １－６ Ｄ２

４

女学院 ３－２ ０－５ ２－３ １ ２ ‐５ ０．４０８ ３

伊丹北 ２－３ ０－５ ３－２ １ ２ ‐５ ０．３７９

２

伊丹西 ４－１ ５－０ ５－０ ３ ０ １

武庫川大附 １－４ ３－２ ２－３ １ ２ ‐３

３－６ 土居 真悠子

武庫川大附 伊丹西 伊丹北 女学院 勝 負 獲得ポイント 獲得ゲーム率 順位

Ｓ３ 北村 真央 ４－６ 寺田 絢羽 Ｓ３ 中西 南奈瀬

６－３ 田川 優希

Ｓ２ 山中 悠芽 ６－４ 山﨑 爽楽 Ｓ２ 高原 若葉 ０－６ 森本 早紀

Ｓ１ 坂本 夢 １－６ 宅野 英 Ｓ１ 島田 優加

村田 実優 三好 史華 鴻池 桃衣 馬淵 初喜

川島 奈菜子 山口 輝月 塩野 友彩 井上 里菜

６－４

加古 愛 岡本 未央 前嶋 ひなた 本田 紘子

木屋 陽佳 横山 叶羽 福本 菜月 上野 莉緒

６－０ 山本 芽依

学校名 武庫川大附 １－４ 伊丹西 学校名 伊丹北 ３－２ 女学院

Ｓ３ 北村 真央 ６－０ 福本 菜月 Ｓ３ 寺田 絢羽

６－０ 土居 真悠子

Ｓ２ 山中 悠芽 ６－２ 中西 南奈瀬 Ｓ２ 山﨑 爽楽 ６－０ 馬淵 初喜

Ｓ１ 坂本 夢 ６－３ 島田 優加 Ｓ１ 宅野 英

村田 実優 鴻池 桃衣 中尾 朱里 本田 紘子

川島 奈菜子 塩野 友彩 山口 輝月 上野 莉緒

加古 愛 前嶋 ひなた 岡本 未央 田川 優希

木屋 陽佳 高原 若葉 横山 叶羽 森本 早紀

６－１ 福本 菜月

学校名 武庫川大附 ３－２ 伊丹北 学校名 伊丹西 ５－０ 女学院

Ｓ３ 北村 真央 ５－７ 土居 真悠子 Ｓ３ 寺田 絢羽

６－１ 前嶋 ひなた

Ｓ２ 山中 悠芽 ６－２ 森本 早紀 Ｓ２ 山﨑 爽楽 ６－４ 中西 南奈瀬

Ｓ１ 坂本 夢 ６－２ 田川 優希 Ｓ１ 宅野 英

村田 実優 馬淵 初喜 中尾 朱里 新田 陽子

川島 奈菜子 井上 里菜 山口 輝月 津田 奏

加古 愛 本田 紘子 岡本 未央 島田 優加

木屋 陽佳 上野 莉緒 横山 叶羽 鴻池 桃衣
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学校名 武庫川大附 ２－３ 女学院 学校名 伊丹西 ５－０ 伊丹北


