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立順 氏    名 所   属 部 門 立順 氏    名 所  属 部 門 立順 氏    名 所   属 部 門
1Ａ 島田　郁子 奈良学園高 高校女子 13Ａ 武田有希子 田辺商高 高校女子 25Ａ 大野　洋靖 関倉中 中学男子
1Ｂ 駕田　有希 山本高 高校女子 13Ｂ 外園　理紗 莵道高 高校女子 25Ｂ 中西　崇暢 奈良学園中 中学男子
1Ｃ 上原　彩音 同志社高 高校女子 13Ｃ 岡　　育美 同志社女高 高校女子 25Ｃ 大畑　貴史 関倉中 中学男子
1Ｄ 三宅由維子 北大津高 高校女子 13Ｄ 辻本　百恵 岸産高 高校女子 25Ｄ 竹歳　　航 奈良学園中 中学男子
2Ａ 和田　　恵 奈良学園高 高校女子 14Ａ 小片　志穂 莵道高 高校女子 26Ａ 福田　圭宏 奈良学園高 高校男子
2Ｂ 藤山　紗芳 山本高 高校女子 14Ｂ 山本　悠加 兵庫県 高校女子 26Ｂ 倉田　大輔 同志社高 高校男子
2Ｃ 佐藤　直子 同志社高 高校女子 14Ｃ 堀井　　緑 紫野高 高校女子 26Ｃ 前田　隆伸 奈良学園高 高校男子
2Ｄ 松嶋　李花 草津東高 高校女子 14Ｄ 中迫　佑香 岸産高 高校女子 26Ｄ 岡本　健吾 同志社高 高校男子
3Ａ 松山　紀恵 奈良学園高 高校女子 15Ａ 山村明日香 同志社高 高校女子 27Ａ 瀧山　浩希 奈良学園高 高校男子
3Ｂ 鎌田　奈々 山本高 高校女子 15Ｂ 森井　智子 兵庫県 高校女子 27Ｂ 加納　翔平 同志社高 高校男子
3Ｃ 松村　麻衣 同志社高 高校女子 15Ｃ 門田　明奈 兵庫県 高校女子 27Ｃ 伊美　徹哉 奈良高 高校男子
3Ｄ 飯田　実子 草津東高 高校女子 15Ｄ 蓑田可菜子 岸産高 高校女子 27Ｄ 猿渡　一馬 同志社高 高校男子
4Ａ 明石　怜子 奈良高 高校女子 16Ａ 瀬川ゆかり 兵庫県 成年女子 28Ａ 奥村　真宏 奈良高 高校男子
4Ｂ 中島　　愛 山本高 高校女子 16Ｂ 岡本佐弓美 大阪市 成年女子 28Ｂ 甲斐切　統 同志社高 高校男子
4Ｃ 馬場　優子 同志社高 高校女子 16Ｃ 林　　勇気 兵庫県 成年女子 28Ｃ 金剛　岳大 奈良高 高校男子
4Ｄ 村田　千晴 草津東高 高校女子 16Ｄ 木下由紀子 近畿大 成年女子 28Ｄ 伊坂　知記 同志社高 高校男子
5Ａ 稲場　彩乃 奈良高 高校女子 17Ａ 梅島　弘子 兵庫県 成年女子 29Ａ 谷　　俊和 奈良高 高校男子
5Ｂ 三井　智絵 関倉高 高校女子 17Ｂ 大橋　裕子 近畿大 成年女子 29Ｂ 田中　直樹 同志社高 高校男子
5Ｃ 堤　　理衣 同志社高 高校女子 17Ｃ 北畠紗代子 兵庫県 成年女子 29Ｃ 和田裕太郎 奈良高 高校男子
5Ｄ 保科　友美 草津東高 高校女子 17Ｄ 末陰　章奈 同志社大 成年女子 29Ｄ 中川　貴志 同志社高 高校男子
6Ａ 岩佐真理子 奈良高 高校女子 18Ａ 廣野　麻衣 近畿大 成年女子 30Ａ 植田　晋矢 奈良高 高校男子
6Ｂ 熊野いつか 同志社高 高校女子 18Ｂ 山本有弥子 桃山大 成年女子 30Ｂ 松谷　和樹 同志社高 高校男子
6Ｃ 浜田　紘代 和歌山高 高校女子 18Ｃ 五反田裕子 近畿大 成年女子 30Ｃ 甲斐　康司 奈良高 高校男子
6Ｄ 岡野　紘子 奈良高 高校女子 18Ｄ 奥林　郁子 桃山大 成年女子 30Ｄ 河井　遼平 同志社高 高校男子
7Ａ 嶋瀬　春香 同志社高 高校女子 19Ａ 琴浦　深雪 近畿大 成年女子 31Ａ 樫村　祐希 奈良高 高校男子
7Ｂ 三垣日登美 和歌山高 高校女子 19Ｂ 古市めぐみ 桃山大 成年女子 31Ｂ 加藤　剛浩 莵道高 高校男子
7Ｃ 河南佐和呼 奈良高 高校女子 19Ｃ 田代智恵子 On-Line 成年女子 31Ｃ 香川　卓哉 奈良高 高校男子
7Ｄ 政所あすか 同志社高 高校女子 19Ｄ 波戸元希恵 桃山大 成年女子 31Ｄ 藤間　寛人 莵道高 高校男子
8Ａ 前山明日香 和歌山高 高校女子 20Ａ 福田　悦子 On-Line 成年女子 32Ａ 瀬越　隆史 奈良高 高校男子
8Ｂ 玉井　実典 奈良高 高校女子 20Ｂ 竹田　尚代 和歌山SSK 成年女子 32Ｂ 石原　正紀 莵道高 高校男子
8Ｃ 藤田　　梓 莵道高 高校女子 20Ｃ 廣畑美早子 京産大 成年女子 32Ｃ 仲　　俊哉 奈良高 高校男子
8Ｄ 森澤　佑吏 和歌山高 高校女子 20Ｄ 山田　尚美 和歌山SSK 成年女子 32Ｄ 辻川賀二紀 莵道高 高校男子
9Ａ 布谷　　彩 奈良高 高校女子 21Ａ 岡本　章子 大阪市 中学女子 33Ａ 水田　博之 京都府工高 高校男子
9Ｂ 三谷　　愛 莵道高 高校女子 21Ｂ 浅野　真弓 佐賀県 成年女子 33Ｂ 中山　　渉 奈良高 高校男子
9Ｃ 吉田　知未 和歌山高 高校女子 21Ｃ 井上　清子 甲南女大 成年女子 33Ｃ 中野　貴之 莵道高 高校男子
9Ｄ 森本　有美 奈良高 高校女子 21Ｄ 中西　　彩 奈良県 成年女子 33Ｄ 福山晋太郎 奈良高 高校男子
10Ａ 茨木まどか 莵道高 高校女子 22Ａ 田中　賀子 甲南女大 成年女子 34Ａ 三神　裕也 莵道高 高校男子
10Ｂ 座光寺千尋 奈良高 高校女子 22Ｂ 吉田由美子 大工大 成年女子 34Ｂ 光嶋　直樹 奈良高 高校男子
10Ｃ 鋸屋　友美 莵道高 高校女子 22Ｃ 34Ｃ 小林　有人 工大高 高校男子
10Ｄ 谷本　恵理 田辺商高 高校女子 22Ｄ 34Ｄ 南山　達也 莵道高 高校男子
11Ａ 佐野　千紘 奈良高 高校女子 23Ａ 森田　実記 関倉中 中学女子 35Ａ 南　　　悟 奈良高 高校男子
11Ｂ 野村　裕子 田辺商高 高校女子 23Ｂ 松永安紗子 兵庫県 中学女子 35Ｂ 下川　勇人 工大高 高校男子
11Ｃ 福本あずさ 奈良高 高校女子 23Ｃ 蔵本　朱香 関倉中 中学女子 35Ｃ 渡邊　達人 莵道高 高校男子
11Ｄ 小田みのり 関倉高 高校女子 23Ｄ 池内　麻実 兵庫県 中学女子 35Ｄ 森　　　光 奈良高 高校男子
12Ａ 古賀美祐貴 莵道高 高校女子 24Ａ 奥　香菜美 奈良学園中 中学女子 36Ａ 松本　平将 工大高 高校男子
12Ｂ 田中　愛美 田辺商高 高校女子 24Ｂ 藤本　太平 奈良学園中 中学男子 36Ｂ 今和泉輝紀 莵道高 高校男子
12Ｃ 海谷　絵未 関倉高 高校女子 24Ｃ 妹尾　隼人 関倉中 中学男子 36Ｃ 森田祥二郎 奈良高 高校男子
12Ｄ 大嶋　　恵 岸産高 高校女子 24Ｄ 増田　貴之 奈良学園中 中学男子 36Ｄ 仲田　隼人 工大高 高校男子
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37Ａ 土田　紀之 莵道高 高校男子 50Ａ 伊藤　智史 兵庫県 高校男子 63Ａ 遠藤　　元 同志社大 成年男子
37Ｂ 森本　泰輔 奈良高 高校男子 50Ｂ 高橋　力也 大阪高 高校男子 63Ｂ 河村新太郎 京産大 成年男子
37Ｃ 清水　　亮 工大高 高校男子 50Ｃ 坂本　和也 貴志川高 高校男子 63Ｃ 小川　直毅 同志社大 成年男子
37Ｄ 平野　太一 莵道高 高校男子 50Ｄ 丸山　智也 岸産高 高校男子 63Ｄ 大竹　裕之 桃山大 成年男子
38Ａ 藤田　　篤 山本高 高校男子 51Ａ 礎　　　亮 兵庫県 高校男子 64Ａ 中村　圭宏 京産大 成年男子
38Ｂ 福井　進一 工大高 高校男子 51Ｂ 川崎　達馬 大阪高 高校男子 64Ｂ 猪飼　　貴 On-Line 成年男子
38Ｃ 矢野翔太郎 莵道高 高校男子 51Ｃ 栗山　心基 田辺商高 高校男子 64Ｃ 吉田　剛士 京産大 成年男子
38Ｄ 川端　　諒 山本高 高校男子 51Ｄ 山本　悠太 兵庫県 高校男子 64Ｄ 信貴　邦夫 On-Line 成年男子
39Ａ 金村　　賢 莵道高 高校男子 52Ａ 山口　康仁 田辺商高 高校男子 65Ａ 米谷　謙一 京産大 成年男子
39Ｂ 安保　博光 山本高 高校男子 52Ｂ 大枝　悠哉 大阪高 高校男子 65Ｂ 粥川　　真 アルコ 成年男子
39Ｃ 船本　武宏 莵道高 高校男子 52Ｃ 光明健太郎 函館ﾗｻｰﾙ高 高校男子 65Ｃ 﨑山　貴文 和歌山SSK 成年男子
39Ｄ 納村　尋覚 同志社高 高校男子 52Ｄ 石川　雄太　 兵庫県 高校男子 65Ｄ 加守　弘明 京産大 成年男子
40Ａ 大野　修平 山本高 高校男子 53Ａ 飯塚　十朗 全関西会長 66Ａ 中村　　敦 和歌山SSK 成年男子
40Ｂ 池田　雅浩 八日市南高 高校男子 53Ｂ 岡部　正秋 大阪府理事長 66Ｂ 尾上　輝樹 東京都 成年男子
40Ｃ 丸山　直哉 山本高 高校男子 53Ｃ 宇野久七郎 滋賀県理事長 66Ｃ 浜田　好子 千里 ＣＰ女子
40Ｄ 中島　弘貴 八日市南高 高校男子 53Ｄ 小黒　　顕 兵庫県理事長 66Ｄ 住吉ユウ子 兵庫県 ＣＰ女子
41Ａ 佐野　光紀 草津東高 高校男子 54Ａ 森本　政明　 大阪市 成年男子 67Ａ 伊藤　文子 千里 ＣＰ女子
41Ｂ 東　　誠吾 山本高 高校男子 54Ｂ 末口　広宣 兵庫県 成年男子 67Ｂ 北山　孝代 大阪市 ＣＰ女子
41Ｃ 市木　勇気 草津東高 高校男子 54Ｃ 杉本　　保 交野 成年男子 67Ｃ 鈴木加奈子 千里 ＣＰ女子
41Ｄ 末石　智也 山本高 高校男子 54Ｄ 藤井　康史 兵庫県 成年男子 67Ｄ 橋詰　沙織 奈良県 ＣＰ女子
42Ａ 竹中慎之助 草津東高 高校男子 55Ａ 木上　　学 交野 成年男子 68Ａ 宮田八寿子 千里 ＣＰ女子
42Ｂ 横道　隆太 関倉高 高校男子 55Ｂ 林　　毅幸 兵庫県 成年男子 68Ｂ 遊佐　萌藍 豊中 ＣＰ女子
42Ｃ 井上　　剛 草津東高 高校男子 55Ｃ 平岡　道弘 交野 成年男子 68Ｃ 小笹佐世子 千里 ＣＰ女子
42Ｄ 木佐貫真司 関倉高 高校男子 55Ｄ 西本　真義 兵庫県 成年男子 68Ｄ 虎尾　一郎 堺 ＣＰ男子
43Ａ 会亀　　僚 和歌山高 高校男子 56Ａ 西田　和生 大阪大 成年男子 69Ａ 松田　章仁 西京極 ＣＰ男子
43Ｂ 合田　友博 関倉高 高校男子 56Ｂ 安達慎太郎 大工大 成年男子 69Ｂ 伊藤　祐幸 大阪市 ＣＰ男子
43Ｃ 米田　涼平 和歌山高 高校男子 56Ｃ 花井　達広 大阪大 成年男子 69Ｃ 松浦　秀明 西京極 ＣＰ男子
43Ｄ 小林　利考 関倉高 高校男子 56Ｄ 那須　皇嗣 和歌山 成年男子 69Ｄ 山本　弘昭 大阪市 ＣＰ男子
44Ａ 井上　祐貴 和歌山高 高校男子 57Ａ 樋本　和紀 大工大 成年男子 70Ａ 奥野　和男 On-Line ＣＰ男子
44Ｂ 鈴木　昭義 岸産高 高校男子 57Ｂ 中平　伸一 友創 成年男子 70Ｂ 西本健太郎 大阪市 ＣＰ男子
44Ｃ 松谷　育弥 和歌山高 高校男子 57Ｃ 塩田　浩一 葵 成年男子 70Ｃ 森口　宗彦 奈良県 ＣＰ男子
44Ｄ 森下　　悟 岸産高 高校男子 57Ｄ 野口　照夫 友創 成年男子 70Ｄ 宅島　正弘 交野 ＣＰ男子
45Ａ 白石　千尋 和歌山高 高校男子 58Ａ 井上　直人 葵 成年男子 71Ａ 笹尾　茂寿 奈良県 ＣＰ男子
45Ｂ 宮内　　匠 岸産高 高校男子 58Ｂ 井上　太一 近畿大 成年男子 71Ｂ 二橋　雅邦 交野 ＣＰ男子
45Ｃ 谷口　周平 和歌山高 高校男子 58Ｃ 松村　秀夫 千亀利 成年男子 71Ｃ 橋詰　慶幸 奈良県 ＣＰ男子
45Ｄ 新川　陽祐 岸産高 高校男子 58Ｄ 川嶋　洋平　 近畿大 成年男子 71Ｄ 森井　英雄 東梅田 ＣＰ男子
46Ａ 吉原　典大 和歌山高 高校男子 59Ａ 横山　武史 千亀利 成年男子 72Ａ 樫原　國夫 兵庫県 ＣＰ男子
46Ｂ 森口　　晃 岸産高 高校男子 59Ｂ 石丸　友秋 近畿大 成年男子 72Ｂ 河村　雅也 千里 ＣＰ男子
46Ｃ 濱田　清周 和歌山高 高校男子 59Ｃ 岡本　春一 千亀利 成年男子 72Ｃ 田中　　孝 兵庫県 ＣＰ男子
46Ｄ 川口　勇生 岸産高 高校男子 59Ｄ 市川　洋平 近畿大 成年男子 72Ｄ 西原　昭義 千里 ＣＰ男子
47Ａ 井出　臣俊 和歌山高 高校男子 60Ａ 高橋　光輝 関西大 成年男子 73Ａ 松本　成師 兵庫県 ＣＰ男子
47Ｂ 和仁　貴雅 大阪高 高校男子 60Ｂ 小橋口圭彦 近畿大 成年男子 73Ｂ 佐々木善信 千里 ＣＰ男子
47Ｃ 末原　史朗 貴志川高 高校男子 60Ｃ 中谷　頼尚 関西大 成年男子 73Ｃ 遊佐　　正 豊中 ＣＰ男子
47Ｄ 畠　　和志 岸産高 高校男子 60Ｄ 東田　和也 近畿大 成年男子 73Ｄ 小笹　優治 千里 ＣＰ男子
48Ａ 臼井　辰朗 兵庫県 高校男子 61Ａ 岡本　　烈 関西大 成年男子 74Ａ 石井　正樹 豊中 ＣＰ男子
48Ｂ 木村　雄喜 大阪高 高校男子 61Ｂ 河本　和也 近畿大 成年男子 74Ｂ 林　　敦司 友創 ＣＰ男子
48Ｃ 辻本　　光 貴志川高 高校男子 61Ｃ 増田　篤則 関西大 成年男子 74Ｃ 井上　雄嗣 豊中 ＣＰ男子
48Ｄ 山本　優介 岸産高 高校男子 61Ｄ 築地　和也 近畿大 成年男子 74Ｄ 斎藤　敏彦 アルコ ＣＰ男子
49Ａ 小黒　弘貴 兵庫県 高校男子 62Ａ 南本　英雄 関西大 成年男子 75Ａ 共田　泰仁 ＫＡＣ ＣＰ男子
49Ｂ 織田　雄太 大阪高 高校男子 62Ｂ 喜多田治彦 近畿大 成年男子 75Ｂ 岡田　一美 大阪市 ＣＰ男子
49Ｃ 伊藤　　亮 貴志川高 高校男子 62Ｃ 増田　康孝 関西大 成年男子 75Ｃ 竹村　公作 奈良県 ＣＰ男子
49Ｄ 住友　　諒 岸産高 高校男子 62Ｄ 土居　友幹 近畿大 成年男子 75Ｄ


