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田嶋 詩織 中西 未夢 岡座 瑞樹 尾崎 こころ

(浪速) (成蹊女子) (常翔学園) (関西福科)

森川 舞雪 久保 光莉 江見 真柚子 菊池 杏璃

(星翔) (四條畷) (北野) (摂津)

寺田 彩衣 西村 実桜 木下 和花 土山 あいな

(大商学園) (ヌヴェール) (千里) (阿倍野)

鎌田 涼夏 畑 美咲 里 幸夏 大山 虹七

(ヌヴェール) (関西大倉) (高槻北) (昇陽)

尾桐 亜子 山本 美玖 森本 有梨沙 山本 千江里

(常翔学園) (関大一) (同志社) (天王寺)

八島 凜 袴見 菜々恵 浅野 衣知華 竹中 梨紗

(ヌヴェール) (摂津) (天王寺) (常翔学園)

井藤 佳奈 仲原 理乃 清岡 衣緒里 金海 桃香

(関大一) (成蹊女子) (浪速) (阿倍野)

瀬古 明日香 藤本 苑佳 中谷 文香 二井 遥

(芦間) (四條畷) (同志社) (関西福科)

山本 あすか 垂内 優心 畦崎 梨沙 川島 千宙

(大手前) (精華) (関西大倉) (成蹊女子)

北尾 瑞穂 相馬 由里江 原 瑞季 財木 優穂

(豊中) (ヌヴェール) (浪速) (関大一)

山口 日菜子 畑山 美那 西原 美里 稲葉　百香

(関西福科) (常翔学園) (昇陽) (千里)

中島 千夏 原田 詩絃 森 菜穂 平山 実知佳

(ヌヴェール) (天王寺) (大商学園) (成蹊女子)

土川 久瑠実 稲継 朱理 美作 ひかる 右衛門佐 采奈

(大手前) (北野) (高槻北) (昇陽)

大丸 あずみ 両角 彩 白川 亜珈音 高山 愛美

(関大一) (同志社) (千里) (常翔学園)

西村 ほのか 森田 心愛 岩本 美織 高橋 希颯

(成蹊女子) (関大一) (常翔学園) (阿倍野)

東川 日向 竹嶋 凜 木畑 友里 瀬藤 真由

(昇陽) (ヌヴェール) (摂津) (四條畷)

加藤 晴香 堂坂　唯愛 森 夢花 岡崎 結

(浪速) (関西福科) (精華) (阪南大学)

岡本 舞花 田房 空舞 片山 一華 相澤 初奈

(精華) (関大一) (大商学園) (常翔学園)

水口 琉衣 稲葉 百香 堂坂 唯愛

(関大北陽) (千里) (関西福科)

谷田 真弥 河村 美優 西田 咲優里 下原 杏咲

(昇陽) (浪速) (成蹊女子) (摂津)

山﨑 成葉 田中 美月 若江 華 梛野 茉美

(ヌヴェール) (堺西) (成蹊女子) (四條畷)

前川 朋代 川光 利奈 三村 和 田垣 夏紀

(常翔学園) (天王寺) (高槻北) (阿倍野)

辻野 彩葉 石川 玲菜 辻屋 侑希 谷口 さくら

(関西福科) (星翔) (関大一) (関西大倉)
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令和3年8月10日(火)
於：箕面スカイアリーナ

田嶋 詩織 中西 未夢 岡座 瑞樹 尾崎 こころ

(浪速) (成蹊女子) (常翔学園) (関西福科) 3

森川 舞雪 久保 光莉 江見 真柚子 菊池 杏璃 2

(星翔) (四條畷) (北野) (摂津) 0 0

寺田 彩衣 西村 実桜 木下 和花 土山 あいな 3

(大商学園) (ヌヴェール) (千里) (阿倍野) 3

鎌田 涼夏 畑 美咲 里 幸夏 大山 虹七

(ヌヴェール) (関西大倉) (高槻北) (昇陽) 1 3

尾桐 亜子 山本 美玖 森本 有梨沙 山本 千江里 3

(常翔学園) (関大一) (同志社) (天王寺)

八島 凜 袴見 菜々恵 浅野 衣知華 竹中 梨紗 1

(ヌヴェール) (摂津) (天王寺) (常翔学園) 3

井藤 佳奈 仲原 理乃 清岡 衣緒里 金海 桃香 1

(関大一) (成蹊女子) (浪速) (阿倍野) 3 2

瀬古 明日香 藤本 苑佳 中谷 文香 二井 遥 0

(芦間) (四條畷) (同志社) (関西福科) 1

山本 あすか 垂内 優心 畦崎 梨沙 川島 千宙

(大手前) (精華) (関西大倉) (成蹊女子) 3

北尾 瑞穂 相馬 由里江 原 瑞季 財木 優穂 1 0

(豊中) (ヌヴェール) (浪速) (関大一) 3

山口 日菜子 畑山 美那 西原 美里 稲葉　百香 3

(関西福科) (常翔学園) (昇陽) (千里)

中島 千夏 原田 詩絃 森 菜穂 平山 実知佳

(ヌヴェール) (天王寺) (大商学園) (成蹊女子) 1

土川 久瑠実 稲継 朱理 美作 ひかる 右衛門佐 采奈 2

(大手前) (北野) (高槻北) (昇陽) 0 3

大丸 あずみ 両角 彩 白川 亜珈音 高山 愛美 3

(関大一) (同志社) (千里) (常翔学園)

西村 ほのか 森田 心愛 岩本 美織 高橋 希颯 2

(成蹊女子) (関大一) (常翔学園) (阿倍野) 1

東川 日向 竹嶋 凜 木畑 友里 瀬藤 真由 3 3

(昇陽) (ヌヴェール) (摂津) (四條畷) 3

加藤 晴香 堂坂　唯愛 森 夢花 岡崎 結 2

(浪速) (関西福科) (精華) (阪南大学) 3

岡本 舞花 田房 空舞 片山 一華 相澤 初奈

(精華) (関大一) (大商学園) (常翔学園) 1

水口 琉衣 稲葉 百香 堂坂 唯愛 3

(関大北陽) (千里) (関西福科) 3

谷田 真弥 河村 美優 西田 咲優里 下原 杏咲

(昇陽) (浪速) (成蹊女子) (摂津) 3

山﨑 成葉 田中 美月 若江 華 梛野 茉美

(ヌヴェール) (堺西) (成蹊女子) (四條畷) 3

前川 朋代 川光 利奈 三村 和 田垣 夏紀 0 3

(常翔学園) (天王寺) (高槻北) (阿倍野) 1

辻野 彩葉 石川 玲菜 辻屋 侑希 谷口 さくら 2

(関西福科) (星翔) (関大一) (関西大倉)

令和3年度　OSAKACUP代替特別普及大会
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令和3年8月10日(火)
於：箕面スカイアリーナ

田嶋 詩織 中西 未夢 岡座 瑞樹 尾崎 こころ

(浪速) (成蹊女子) (常翔学園) (関西福科) 0

森川 舞雪 久保 光莉 江見 真柚子 菊池 杏璃 3

(星翔) (四條畷) (北野) (摂津) 0 3

寺田 彩衣 西村 実桜 木下 和花 土山 あいな 3

(大商学園) (ヌヴェール) (千里) (阿倍野) 3

鎌田 涼夏 畑 美咲 里 幸夏 大山 虹七

(ヌヴェール) (関西大倉) (高槻北) (昇陽) 0

尾桐 亜子 山本 美玖 森本 有梨沙 山本 千江里

(常翔学園) (関大一) (同志社) (天王寺)

八島 凜 袴見 菜々恵 浅野 衣知華 竹中 梨紗 3

(ヌヴェール) (摂津) (天王寺) (常翔学園) 2

井藤 佳奈 仲原 理乃 清岡 衣緒里 金海 桃香 1

(関大一) (成蹊女子) (浪速) (阿倍野)

瀬古 明日香 藤本 苑佳 中谷 文香 二井 遥

(芦間) (四條畷) (同志社) (関西福科) 1

山本 あすか 垂内 優心 畦崎 梨沙 川島 千宙

(大手前) (精華) (関西大倉) (成蹊女子) 0

北尾 瑞穂 相馬 由里江 原 瑞季 財木 優穂 3 3

(豊中) (ヌヴェール) (浪速) (関大一) 3

山口 日菜子 畑山 美那 西原 美里 稲葉　百香 0

(関西福科) (常翔学園) (昇陽) (千里)

中島 千夏 原田 詩絃 森 菜穂 平山 実知佳

(ヌヴェール) (天王寺) (大商学園) (成蹊女子) 1

土川 久瑠実 稲継 朱理 美作 ひかる 右衛門佐 采奈 1

(大手前) (北野) (高槻北) (昇陽) 2 3

大丸 あずみ 両角 彩 白川 亜珈音 高山 愛美 3

(関大一) (同志社) (千里) (常翔学園)

西村 ほのか 森田 心愛 岩本 美織 高橋 希颯 1

(成蹊女子) (関大一) (常翔学園) (阿倍野) 3

東川 日向 竹嶋 凜 木畑 友里 瀬藤 真由 2 3

(昇陽) (ヌヴェール) (摂津) (四條畷) 3

加藤 晴香 堂坂　唯愛 森 夢花 岡崎 結 1

(浪速) (関西福科) (精華) (阪南大学) 0

岡本 舞花 田房 空舞 片山 一華 相澤 初奈

(精華) (関大一) (大商学園) (常翔学園) 0

水口 琉衣 稲葉 百香 堂坂 唯愛 2

(関大北陽) (千里) (関西福科) 3

谷田 真弥 河村 美優 西田 咲優里 下原 杏咲

(昇陽) (浪速) (成蹊女子) (摂津) 3

山﨑 成葉 田中 美月 若江 華 梛野 茉美

(ヌヴェール) (堺西) (成蹊女子) (四條畷) 3

前川 朋代 川光 利奈 三村 和 田垣 夏紀 0 3

(常翔学園) (天王寺) (高槻北) (阿倍野) 3

辻野 彩葉 石川 玲菜 辻屋 侑希 谷口 さくら 1

(関西福科) (星翔) (関大一) (関西大倉)

令和3年度　OSAKACUP代替特別普及大会

2位トーナメント

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20

15

16

17

寺
田
 
彩
衣
（
大
商
学
園
）

21

22

23

18

19



令和3年8月10日(火)
於：箕面スカイアリーナ

田嶋 詩織 中西 未夢 岡座 瑞樹 尾崎 こころ

(浪速) (成蹊女子) (常翔学園) (関西福科) 2

森川 舞雪 久保 光莉 江見 真柚子 菊池 杏璃 3

(星翔) (四條畷) (北野) (摂津) 1 3

寺田 彩衣 西村 実桜 木下 和花 土山 あいな 3

(大商学園) (ヌヴェール) (千里) (阿倍野) 1

鎌田 涼夏 畑 美咲 里 幸夏 大山 虹七

(ヌヴェール) (関西大倉) (高槻北) (昇陽) 3 2

尾桐 亜子 山本 美玖 森本 有梨沙 山本 千江里 2

(常翔学園) (関大一) (同志社) (天王寺)

八島 凜 袴見 菜々恵 浅野 衣知華 竹中 梨紗 3

(ヌヴェール) (摂津) (天王寺) (常翔学園) 0

井藤 佳奈 仲原 理乃 清岡 衣緒里 金海 桃香 1

(関大一) (成蹊女子) (浪速) (阿倍野) 2 3

瀬古 明日香 藤本 苑佳 中谷 文香 二井 遥 3

(芦間) (四條畷) (同志社) (関西福科) 3

山本 あすか 垂内 優心 畦崎 梨沙 川島 千宙

(大手前) (精華) (関西大倉) (成蹊女子) 0

北尾 瑞穂 相馬 由里江 原 瑞季 財木 優穂 3 3

(豊中) (ヌヴェール) (浪速) (関大一) 3

山口 日菜子 畑山 美那 西原 美里 稲葉　百香 0

(関西福科) (常翔学園) (昇陽) (千里)

中島 千夏 原田 詩絃 森 菜穂 平山 実知佳

(ヌヴェール) (天王寺) (大商学園) (成蹊女子) 0

土川 久瑠実 稲継 朱理 美作 ひかる 右衛門佐 采奈 3

(大手前) (北野) (高槻北) (昇陽) 0 3

大丸 あずみ 両角 彩 白川 亜珈音 高山 愛美 3

(関大一) (同志社) (千里) (常翔学園)

西村 ほのか 森田 心愛 岩本 美織 高橋 希颯 3

(成蹊女子) (関大一) (常翔学園) (阿倍野) 1

東川 日向 竹嶋 凜 木畑 友里 瀬藤 真由 3 0

(昇陽) (ヌヴェール) (摂津) (四條畷) 0

加藤 晴香 堂坂　唯愛 森 夢花 岡崎 結 3

(浪速) (関西福科) (精華) (阪南大学) 0

岡本 舞花 田房 空舞 片山 一華 相澤 初奈

(精華) (関大一) (大商学園) (常翔学園) 1

水口 琉衣 稲葉 百香 堂坂 唯愛 1

(関大北陽) (千里) (関西福科) 0 3

谷田 真弥 河村 美優 西田 咲優里 下原 杏咲 3

(昇陽) (浪速) (成蹊女子) (摂津) 0

山﨑 成葉 田中 美月 若江 華 梛野 茉美

(ヌヴェール) (堺西) (成蹊女子) (四條畷) 1

前川 朋代 川光 利奈 三村 和 田垣 夏紀 3 3

(常翔学園) (天王寺) (高槻北) (阿倍野) 3

辻野 彩葉 石川 玲菜 辻屋 侑希 谷口 さくら 1

(関西福科) (星翔) (関大一) (関西大倉)
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令和3年8月10日(火)
於：箕面スカイアリーナ

田嶋 詩織 中西 未夢 岡座 瑞樹 尾崎 こころ

(浪速) (成蹊女子) (常翔学園) (関西福科) 0

森川 舞雪 久保 光莉 江見 真柚子 菊池 杏璃 3

(星翔) (四條畷) (北野) (摂津) 0 3

寺田 彩衣 西村 実桜 木下 和花 土山 あいな 3

(大商学園) (ヌヴェール) (千里) (阿倍野) 3

鎌田 涼夏 畑 美咲 里 幸夏 大山 虹七

(ヌヴェール) (関西大倉) (高槻北) (昇陽) 0

尾桐 亜子 山本 美玖 森本 有梨沙 山本 千江里

(常翔学園) (関大一) (同志社) (天王寺)

八島 凜 袴見 菜々恵 浅野 衣知華 竹中 梨紗 0

(ヌヴェール) (摂津) (天王寺) (常翔学園) 0

井藤 佳奈 仲原 理乃 清岡 衣緒里 金海 桃香 0

(関大一) (成蹊女子) (浪速) (阿倍野) 1 3

瀬古 明日香 藤本 苑佳 中谷 文香 二井 遥 3

(芦間) (四條畷) (同志社) (関西福科) 2

山本 あすか 垂内 優心 畦崎 梨沙 川島 千宙

(大手前) (精華) (関西大倉) (成蹊女子) 0

北尾 瑞穂 相馬 由里江 原 瑞季 財木 優穂 3 1

(豊中) (ヌヴェール) (浪速) (関大一) 3

山口 日菜子 畑山 美那 西原 美里 稲葉　百香 3

(関西福科) (常翔学園) (昇陽) (千里)

中島 千夏 原田 詩絃 森 菜穂 平山 実知佳

(ヌヴェール) (天王寺) (大商学園) (成蹊女子) 0

土川 久瑠実 稲継 朱理 美作 ひかる 右衛門佐 采奈 0

(大手前) (北野) (高槻北) (昇陽) 0 3

大丸 あずみ 両角 彩 白川 亜珈音 高山 愛美 3

(関大一) (同志社) (千里) (常翔学園)

西村 ほのか 森田 心愛 岩本 美織 高橋 希颯 2

(成蹊女子) (関大一) (常翔学園) (阿倍野) 1

東川 日向 竹嶋 凜 木畑 友里 瀬藤 真由 3 3

(昇陽) (ヌヴェール) (摂津) (四條畷)

加藤 晴香 堂坂　唯愛 森 夢花 岡崎 結 0

(浪速) (関西福科) (精華) (阪南大学) 3

岡本 舞花 田房 空舞 片山 一華 相澤 初奈

(精華) (関大一) (大商学園) (常翔学園) 0

水口 琉衣 稲葉 百香 堂坂 唯愛 1

(関大北陽) (千里) (関西福科) 0 3

谷田 真弥 河村 美優 西田 咲優里 下原 杏咲 3

(昇陽) (浪速) (成蹊女子) (摂津) 3

山﨑 成葉 田中 美月 若江 華 梛野 茉美

(ヌヴェール) (堺西) (成蹊女子) (四條畷) 1

前川 朋代 川光 利奈 三村 和 田垣 夏紀 3 3

(常翔学園) (天王寺) (高槻北) (阿倍野) 3

辻野 彩葉 石川 玲菜 辻屋 侑希 谷口 さくら 0

(関西福科) (星翔) (関大一) (関西大倉)

令和3年度　OSAKACUP代替特別普及大会
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