
第１体育室 女子ジュニア

代表2名

三浦千緋呂 (四天王寺高) 87

82

蔦谷 楓 (金光大阪) 80

(浪速) 77

藤井 悠奈 (東海仰星) 84

(天王寺) 85

(芦間)

(天王寺)

(すみよし長居Ｔ・Ｃ) 76

74

川村 華那 (高津) 72

43 大川　千尋 (四天王寺高) 草間 涼花 (高津) 86

40 鳴尾 恵里花 (高津) 埴岡 万侑 (関西大倉) 83

42 野口 陽茉理 (関西大倉) 時任 千笑

41 野洲 日菜乃

81

39 三浦 聖未 (清水谷) 石崎 杏 (岸和田産)

38 松本 留依 (芦間) 木﨑 絵里

37 田井 千裕 (常翔学園)

78

36 南口 茉央 (北野) 榮 陽代里 (三国丘) 79

35 東原萌々花 (大商学園高) 飯原 瑞希 (常翔学園)

34 窪田 帆花 (池田) 田村 朱姫

33 佐々木美羽 (すみよし長居Ｔ・Ｃ) 増本　いさ

32 紫藤 友萌 (常翔学園) 長谷川 くるみ (高槻北) 75

(北野) 73

31 池田　真唯 (大阪高) 戸嶋 早希 (泉北)

30 南 琳々香 (芦間) 中林 彩佳

29 菅 綾華 (浪速)

70

28 井上 満ちる (教大池田) 高木 智友乃 (池田) 71

27 松井 実秋 (北野) 占部 里奈 (天王寺)

高木 汐音 (四條畷) 68

26 川原 ひなた (高津) 松本 歩果

25 日高 綾音 (天王寺)

(登美丘) 69

23 室田 茉莉 (羽衣学園) 濵田 歩生 (常翔学園) 66

24 松下 弥生 (岸和田産) 南野 真那果 (芦間) 67

庄司 真央 (佐野) 64

22 西野　楓子 (昇陽高) 大川　真実

21 中川 鈴音 (佐野)

(ミキハウスＪＳＣ) 65

19 満嶋 輝 (生野) 小島 由佳 (高津) 62

20 福益 綾香 (池田) 木下 侑香 (関西大倉) 63

西尾 未来 (登美丘) 60

18 丸尾  茉友 (芦間) 金 夏那

17 横内 香乃 (岸和田産)

(常翔学園) 61

15 谷川 侑子 (天王寺) 朝子 あかり (北野) 58

16 津曲　美穂 (貝塚スポ少) 杉本 美優 (岸和田産) 59

5

河合 和 (高槻北) 56

14 戸田 未咲 (登美丘) 平内 美帆

13 紀伊 希南 (四條畷)

(池田) 57

コ
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54

12 辻 美結 (浪速)

11 上岡 光彩 (常翔学園) 山中 琴美 (芦間)

10 鈴木 杏 (高津) 後藤 茜

濱田 実来 (大商大)

鳥居 幼菜 (浪速) 55

(常翔学園) 53

井元 志織 (羽衣学園) 51

村井 理華 (高津) 52

49

7 矢野　七海 (英真学園高) 赤壁 柚紀 (天王寺) 50

髙橋 侑希

9 赤澤 舞香 (関西大倉)

8

5 髙木 陽菜 (三国丘)

(箕面)

3 鈴木 里美 (北野) 堀江　千鶴 (英真学園高) 46

4 和田 真優 (芦間) 大谷 萌 (四條畷) 47

宮野　彩未 (四天王寺高) 44

2 大前 瞳 (高槻北) 三井 詩織

1 鈴木　琴音 (四天王寺高)

(教大池田) 45
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太田　日菜 (大阪高) 48

6 深井 咲希 (天王寺)


