
岡本 弘暉② (女附) 鎌田 賢昇② （奈学）

松村 孝彦② (女附) 岡本 ・松村 1 37 鎌田 ・野田 野田 智也② （奈学）

山 田 誠 ② （天理） 61 62 江原 龍八② （清陵）

山本 勝之② （天理） 山田 ・山本 2 38 江原 ・丸岡 丸岡 祐介② （清陵）

東川 桂大① （高取） 62 1 岡本 ・松村 押川 ・大塚 73 61 高田 宗太郎② （西大）

松村 拓磨① （高取） 岡本 ・松村 1 (女附) （奈学） 37 鎌田 ・野田 高田 圭太郎② （西大）

島田 穂高① （生駒） 60 61 上田 成希① （高取）

坂井 亮太① （生駒） 島田 ・坂井 4 41 河村 ・徳山 大西 直樹① （高取）

山下 晃司② （青翔） 75 62 河村 洋希① （東大）

松田 和真② （青翔） 岡本 ・松村 1 37 鎌田 ・野田 徳山 英伸① （東大）

沓脱 誠一② （天教） 60 61 林 将 也 ① (女附)

辻 隼 人 ① （天教） 瀧本 ・辰巳 7 43 土谷 ・長塚 柏原 大毅① (女附)

瀧本 圭一② （奈学） 62 75 土谷 晋平② （青翔）

辰巳 修平① （奈学） 瀧本 ・辰巳 7 43 土谷 ・長塚 長塚 聡志② （青翔）

伊東 亮祐① （平城） 75 62 竹島 章悟② （奈良）

光 田 匠 ① （平城） 伊勢 ・山田 9 44 竹島 ・大久保 大久保 匠馬① （奈良）

伊勢 宗次郎② （一条） 75 63 渡 邊 翼 ① （王工）

山田 大志② （一条） 岡本 ・松村 1 54 信木 ・石井 新地 優貴① （王工）

西川 貴裕① （高円） 61 62 三木 俊介① （西京）

勝井 保弘① （高円） 藤井 ・下司 11 47 塩谷 ・福原 竹 田 翔 ① （西京）

藤井 泰彰② （登美） 60 62 塩谷 洋介② （登美）

下司 耕輔② （登美） 藤井 ・下司 11 47 塩谷 ・福原 福原 佳寿弘② （登美）

佐々木 辰徳② （東大） 75 61 中原 克敏② （高円）

寺田 匠吾① （東大） 佐々木・寺田 12 48 中原 ・植村 植村 昂央② （高円）

邑津 郵馬① （西大） 63 60 安保 智矢① （御実）

田中 達樹① （西大） 藤井 ・下司 11 54 信木 ・石井 玉川 彬広① （御実）

芳井 幸秀① （王工） 63 63 森 亮 圭 ② （橿学）

西口 駿輝① （王工） 西岡 ・藤原 15 50 森 ・下村 下村 章人② （橿学）

西岡 翔太② （奈情） 60 62 小林 兵庫① （大淀）

藤原 光平② （奈情） 長尾 ・三好 18 54 信木 ・石井 大城 航貴① （大淀）

後藤 龍二② （磯城） 60 61 山本 繁輝② （生駒）

岡本 章吾① （磯城） 後藤 ・岡本 16 53 伊藤 ・井奥 築道 泰地② （生駒）

BYE 0 60 伊藤 建介② （一条）

BYE 0 長尾 ・三好 18 54 信木 ・石井 井奥 健也② （一条）

長尾 涼平② （奈良） 61 64 信木 貴文② （平城）

三好 耕平② （奈良） 岡本 ・松村 1 72 綛谷 ・植木 石井 祐耶② （平城）

近藤 貴一朗② （奈学） 60 62 浅野 拓哉② （高取）

横川 智志② （奈学） 近藤 ・横川 19 56 小西 ・村上 辻元 幸一② （高取）

佐 藤 奨 ① (女附) 62 63 小西 孝広② （奈良）

山 崎 賢 ① (女附) 佐藤 ・山崎 20 56 小西 ・村上 村上 越郎② （奈良）

津田 徹也① （高円） 63 61 庄司 風斗① （生駒）

西原 直弥① （高円） 近藤 ・横川 19 56 小西 ・村上 尾野 泰気① （生駒）

岸川 志人② （清陵） 61 61 円 口 良 ① （一条）

坂口 兼梧② （清陵） 岸川 ・坂口 22 58 円口 ・西垣 西垣 毅優① （一条）

尾浦 貴博① （天教） 61 W.O. 中島 彰吾① （西京）

渡上 太郎① （天教） 近藤 ・横川 19 56 小西 ・村上 中 嶋 遼 ① （西京）

新里 裕也① （登美） 76(6) 62 大熊 浩太② （天教）

福 井 啓 ① （登美） 新里 ・福井 24 60 大熊 ・小松 小松 道之① （天教）

熊谷 大輔② （西京） 63 64 小野 真樹② （高円）

岡嶋 大樹② （西京） 新里 ・福井 24 62 大塚 ・松下 石 野 涼 ② （高円）

玉置 祐哉② （奈北） 63 60 大塚 直弘② （登美）

古藤 雅章① （奈北） 玉置 ・古藤 26 62 大塚 ・松下 松下 悠介② （登美）

谷口 真彌② （高取） 75 63 河野 和也② （西大）

中 道 陽 ② （高取） 榊 ・鈴木 36 72 綛谷 ・植木 延原 真之② （西大）

岡田 真之① （東大） 32RET 61 堂地 剛司② （平城）

村田 祐哉① （東大） 的場 ・藤田 29 65 渡瀬 ・三浦 福 隼 人 ② （平城）

的場 康平① （平城） 60 62 渡瀬 光児② （奈学）

藤 田 熙 ① （平城） 的場 ・藤田 29 65 渡瀬 ・三浦 三浦 隼人① （奈学）

桝井 悠介① （青翔） 61 榊 ・鈴木 信木 ・石井 62 立 花 匡 ① （奈情）

谷田 秀剛① （青翔） 中川 ・鈴木 31 （西大） (平城) 67 横山 ・松崎 西出 悠嗣① （奈情）

中川 拓哉② （奈良） 60 61 横山 晃大② （清陵）

鈴木 智之① （奈良） 榊 ・鈴木 36 72 綛谷 ・植木 松崎 雅史② （清陵）

片 岡 謙 ② （生駒） 63 61 与村 拓実① （王工）

青木 一輝② （生駒） 片岡 ・青木 32 68 与村 ・鶴田 鶴田 直己① （王工）

筒井 智久① （一条） 64 城野 ・山田 福本 ・三村 W.O. 井関 一真① （青翔）

政岡 壮太① （一条） 榊 ・鈴木 36 (平城) (育英） 72 綛谷 ・植木 石 鍋 匠 ① （青翔）

玉井 友樹② （橿学） 61 61 向井 太一① （東大）

池田 大志② （橿学） 玉井 ・池田 34 70 向井 ・金銅 金銅 大祐① （東大）

藤本 修平① （大淀） 60 60 村 田 馨 ② （天理）

江頭 矯市① （大淀） 榊 ・鈴木 36 72 綛谷 ・植木 市来 悠斗① （天理）

榊 辰 也 ② （西大） 61 64 綛谷 泰正② (女附)

鈴木 智成② （西大） 植木 健伍② (女附)

信木 ・石井
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押川 大介② （奈学） 福本 定也① （育英）

大塚 周平① （奈学） 押川 ・大塚 73 109 福本 ・三村 三村 亮介① （育英）

松村 大輔② （橿学） 62 109 60 岩﨑 慎太① （東大）

藤川 勇祐① （橿学） 政木 ・北岡 75 110 岩﨑 ・秋山 秋 山 円 ① （東大）

政木 健志② （王工） 75 72 綛谷 ・植木 亀井 ・坂本 144 60 阪口 弘樹① （奈情）

北岡 竜也② （王工） 押川 ・大塚 73 (女附) （東大） 109 福本 ・三村 堀井 祐希① （奈情）

廣 藤 史 ① （西大） 62 62 小走 健太① （青翔）

八木 悠太① （西大） 廣藤 ・八木 76 113 南 ・杉浦 糠 野 強 ① （青翔）

玉川 裕斗① （青翔） 60 61 南 和 範 ① （高取）

野間 雅矢① （青翔） 押川 ・大塚 73 109 福本 ・三村 杉浦 優也① （高取）

古里 巧巳① （奈良） 60 61 桜井 公平① （奈学）

岡本 昌大① （奈良） 内田 ・高橋 79 114 桜井 ・今井 今井 駿一① （奈学）

内田 明宏② （天理） 63 61 酒井 翔悟① （一条）

高橋 光一郎② （天理） 吉田 ・木村 81 114 桜井 ・今井 真 中 築 ① （一条）

東山 渉吾② （高円） 64 75 浅野 純平① （生駒）

宮脇 宏成① （高円） 吉田 ・木村 81 117 江口 ・西谷 清水 隆弘① （生駒）

吉田 義徳② （天教） 62 61 江口 翔冴② （平城）

木 村 剛 ① （天教） 押川 ・大塚 73 109 福本 ・三村 西谷 剛司② （平城）

床次 祐二① （生駒） 61 64 土 屋 裕 ② （奈良）

福田 達彦① （生駒） 床次 ・福田 82 118 土屋 ・山野 山野 一樹② （奈良）

吉村 太郎② （高取） 62 60 中西 和輝① （清陵）

吉田 直矢② （高取） 中島 ・板原 85 118 土屋 ・山野 北 弥 樹 ① （清陵）

今井 伸介① （一条） 62 61 米田 隆汰② （御実）

矢戸 泰成① （一条） 中島 ・板原 85 121 森 ・斉田 清水 健太郎② （御実）

中島 啓吾① （奈登） 60 62 森 勇 太 ① （登美）

板原 多勇① （奈登） 中島 ・板原 85 118 土屋 ・山野 斉田 拓哉① （登美）

吉田 啓人① （清陵） 60 63 福岡 勲人① （大淀）

長藤 啓介① （清陵） 本間 ・中山 87 123 佐藤 ・今川 梅田 一志① （大淀）

本間 淳平① （登美） 60 62 佐藤 素成② （天教）

中山 功一① （登美） 見木 ・今西 90 126 北村 ・後藤 今川 昭善② （天教）

福 島 僚 ① （東大） 63 60 奥田 陽亮② （西大）

酒井 由志① （東大） 本多 ・北内 89 124 奥田 ・阪口 阪口 雅樹② （西大）

本多 智貴② （平城） 76(4) 61 向山 和希① （西京）

北内 永土② （平城） 見木 ・今西 90 126 北村 ・後藤 白井 涼太郎① （西京）

見 木 新 ② (女附) 63 63 北村 寛希② （高円）

今西 康晴② (女附) 押川 ・大塚 73 144 亀井 ・坂本 後 藤 翔 ② （高円）

木村 俊輝② （清陵） 60 63 西川 隆義② (女附)

永山 優真① （清陵） 木村 ・永山 91 127 西川 ・宇都 宇都 恭輔② (女附)

津田 健宏② (女附) 64 63 渡辺 翔一② （天理）

稲本 悠一① (女附) 津田 ・稲本 92 128 渡辺 ・仲野 仲野 律身② （天理）

加藤 怜斗① （王工） 64 63 喜多 史弥① （高取）

元花 久玲① （王工） 木村 ・永山 91 127 西川 ・宇都 南出 真司① （高取）

小嶋 俊樹① （奈情） 63 76(9) 柳 本 誠 ② （大淀）

田 邊 稜 ② （奈情） 小嶋 ・田邊 94 131 長谷川・村上 安 藤 優 ② （大淀）

増田 透郷② （大淀） 63 W.O. 長 谷 川 樹 ② （清陵）

南 口 匠 ② （大淀） 城野 ・山田 97 135 外川 ・与四田 村上 潤一郎② （清陵）

森 脩 汰 ② （高円） 63 62 谷山 慎一② （西大）

岩崎 祐一朗② （高円） 城野 ・山田 97 133 藤 ・釜蓋 平野 航太郎② （西大）

城野 尚登② （平城） 62 61 藤 祐 太 ② （天教）

山田 拓輝② （平城） 城野 ・山田 97 135 外川 ・与四田 釜蓋 生真② （天教）

林 亮 太 ① （西大） 63 63 森 井 輝 ① （青翔）

淀野 貴士① （西大） 林 ・淀野 98 135 外川 ・与四田 生信 晴太郎① （青翔）

大谷 一貴① （磯城） 60 W.O. 外川 雄介② （奈良）

楠本 隆人① （磯城） 城野 ・山田 97 144 亀井 ・坂本 与四田 孝平② （奈良）

橋 本 啓 ① （西京） 64 62 土川 玲誠② （生駒）

小林 亮太① （西京） 橋本 ・小林 100 136 土川 ・田中 田中 優作② （生駒）

実藤 智也① （東大） 64 62 近藤 辰哉② （西京）

岸田 詔平① （東大） 中岡 ・虫賀 102 136 土川 ・田中 大 倉 徹 ② （西京）

中岡 宏輔② （生駒） 63 64 鶴谷 翔之② （橿学）

虫賀 正人② （生駒） 中岡 ・虫賀 102 54 信木 ・石井 福本 ・三村 109 138 鶴谷 ・川瀬 川瀬 優志② （橿学）

鮫島 正樹① （高取） 63 （平城） （育英） 75 山本 康平② （一条）

森本 敬裕① （高取） 田口 ・内藤 144 亀井 ・坂本 臼井 壱博② （一条）

田口 雄平② （一条） 60 97 60 山本 峻士① （王工）

内藤 勇斗② （一条） 田口 ・内藤 104 141 中嶋 ・友井 佐々木 虎弥太① （王工）

寺元 文野② （御実） 60 104 61 中嶋 清人② （登美）

上村 祐太郎② （御実） 田口 ・内藤 104 36 榊 ・鈴木 城野 ・山田 97 144 亀井 ・坂本 友井 雅大① （登美）

浅野 直暉② （奈学） 62 （西大） （平城） 60 高岡 正樹① （奈学）

坂本 侑輝② （奈学） 浅野 ・坂本 106 143 滝野 ・荻田 若井 裕太郎① （奈学）

奥西 一貴② （青翔） 75 64 滝 野 駿 ② （平城）

竹内 仁帝② （青翔） 日髙 ・青木 108 144 亀井 ・坂本 荻 田 健 ② （平城）

日髙 航洋② （奈良） 61 60 亀井 隆史② （東大）

青木 啓太② （奈良） 坂本 裕志② （東大）
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