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【 シングルス戦  Ａ組 】  女子・男子 

レーン	 第１投球者	 第２投球者	 第３投球者	 第４投球者	

９	 伊勢川華愛（和歌山）	 山本	 梨加（大	 阪）	 安田明香里（京	 都）	 	

１０	 藤原	 尚子（兵	 庫）	 伊東	 	 恵（和歌山）	 前土佐	 澪（奈	 良）	 村上	 涼香（京	 都）	

１１	 御藤	 ゆい（京	 都）	 中川みち子（滋	 賀）	 石本恵梨奈（大	 阪）	 川口	 紗希（和歌山）	

１２	 後藤	 知子（京	 都）	 小畠	 捺稀（大	 阪）	 奥	 	 享子（京	 都）	 前土佐	 凪（奈	 良）	

１３	 木村	 成子（滋	 賀）	 池口	 凪沙（京	 都）	 福島	 佳子（和歌山）	 武部	 公英（大	 阪）	

１４	 篠田ひろみ（京	 都）	 山本	 栞那（和歌山）	 細井	 徳子（奈	 良）	 川﨑	 由菜（京	 都）	

１５	 景山多美子（奈	 良）	 猪俣てるみ（京	 都）	 大西	 愛子（京	 都）	 	

１６	 篠原	 千絵（和歌山）	 山﨑亜由美（大	 阪）	 岸本	 衣未（兵	 庫）	 森下	 美紀（京	 都）	

１７	 藤丸ミキ子（京	 都）	 山﨑	 明美（和歌山）	 河北	 利佳（京	 都）	 	

１８	 谷	 	 良美（奈	 良）	 川口	 茉紀（和歌山）	 北山	 明美（京	 都）	 尾辻	 桂子（大	 阪）	

１９	 鶴身	 暁子（大	 阪）	 鍵野	 礼子（京	 都）	 大久保幸江（奈	 良）	 伊勢川怜子（和歌山）	

２０	 森脇眞理子（京	 都）	 本庄紗梨奈（兵	 庫）	 垣添	 巳奈（和歌山）	 	

２１	 山本	 菜由（和歌山）	 中野	 麻希（大	 阪）	 古塚奈々子（兵	 庫）	 富永	 圭子（京	 都）	

２２	 村橋	 敬子（大	 阪）	 松永	 華穂（奈	 良）	 中島	 美紀（京	 都）	 竹内さおり（滋	 賀）	

２３	 斉ノ内真由美（京都）	 筈井	 飛鳥（滋	 賀）	 京井	 朋子（大	 阪）	 	

２４	 森	 	 美樹（兵	 庫）	 石本	 初子（京	 都）	 松村	 佳美（和歌山）	 景山	 有花（奈	 良）	

２５	 大城戸和義（兵	 庫）	 森田	 	 快（学	 連）	 野呂	 翔羅（京	 都）	 藤原	 智也（滋	 賀）	

２６	 内藤	 	 隆（京	 都）	 藤田	 伸一（京	 都）	 坂井	 正孝（学	 連）	 甘利	 紘大（大	 阪）	

２７	 野呂	 貞之（京	 都）	 仲植	 広宣（兵	 庫）	 藤本	 拓哉（学	 連）	 	

２８	 池本	 雅尚（滋	 賀）	 山口	 照美（京	 都）	 和田	 譲治（和歌山）	 長谷川清忠（京	 都）	

２９	 御藤	 恭史（京	 都）	 新山	 信二（大	 阪）	 清水	 	 潤（京	 都）	 松原	 俊輔（兵	 庫）	

３０	 友廣	 徹也（奈	 良）	 宮部	 一輝（学	 連）	 千葉	 鉄也（滋	 賀）	 平重	 三吉（京	 都）	

３１	 長島	 則夫（大	 阪）	 住田	 直弥（滋	 賀）	 越野	 寿成（京	 都）	 	

３２	 網野	 誠晃（学	 連）	 吉田	 尚平（京	 都）	 三原	 一行（大	 阪）	 小泉	 	 隆（京	 都）	

３３	 上田	 	 充（大	 阪）	 福永	 義昭（大	 阪）	 林	 	 	 学（京	 都）	 	

３４	 井上	 慶音（京	 都）	 卜部	 普士（奈	 良）	 平田	 亮太（学	 連）	 福島	 正久（和歌山）	

３５	 斎須	 信行（京	 都）	 本多	 正記（和歌山）	 藤村	 	 嶺（京	 都）	 	

３６	 用貝	 利広（奈	 良）	 寺崎	 	 淳（学	 連）	 山口	 英俊（大	 阪）	 吉川	 伸一（京	 都）	

３７	 中島	 義一（京	 都）	 石田	 鎭雄（和歌山）	 川﨑日出夫（京	 都）	 	

３８	 阪上	 弘明（学	 連）	 辻	 	 康博（京	 都）	 戸丸	 知信（奈	 良）	 谷口	 悠斗（大	 阪）	
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【 シングルス戦  Ｂ組 】  男子 

レーン	 第１投球者	 第２投球者	 第３投球者	 第４投球者	

９	 薮内	 賢一（兵	 庫）	 山田	 成人（大	 阪）	 園田多華生（滋	 賀）	 西崎	 	 克（学	 連）	

１０	 守屋	 雄斗（大	 阪）	 仲植	 誠真（兵	 庫）	 岩村	 康博（京	 都）	 坂原	 慎平（和歌山）	

１１	 近藤	 友輔（学	 連）	 辻本	 一樹（奈	 良）	 井野	 開斗（和歌山）	 中谷	 孝二（京	 都）	

１２	 高木	 秀晃（京	 都）	 津田	 龍浩（兵	 庫）	 浦口	 健一（大	 阪）	 田中	 秀平（学	 連）	

１３	 山本	 	 満（和歌山）	 平田	 直也（京	 都）	 中村	 	 尚（滋	 賀）	 濱田	 佳輝（奈	 良）	

１４	 北田	 典男（大	 阪）	 槌谷	 	 敏（大	 阪）	 植田	 有亮（学	 連）	 新谷	 朋之（京	 都）	

１５	 齋梧	 	 等（学	 連）	 田中	 寿志（京	 都）	 武本	 真明（大	 阪）	 田中	 佳一（滋	 賀）	

１６	 市川	 正明（京	 都）	 森田竜之助（兵	 庫）	 石原	 隼人（大	 阪）	 渡邉	 玲史（和歌山）	

１７	 西岡	 孝則（奈	 良）	 杉野	 太亮（学	 連）	 並河	 包恭（京	 都）	 	

１８	 中野	 英二（京	 都）	 小松	 侑誠（兵	 庫）	 太田	 貴久（和歌山）	 山本	 崇之（大	 阪）	

１９	 篠原	 琢也（大	 阪）	 金谷	 佳哉（和歌山）	 秦	 	 	 淳（京	 都）	 	

２０	 仲岡	 伸哲（和歌山）	 廣岡	 	 淳（京	 都）	 荒木	 	 猛（奈	 良）	 河合	 義幸（大	 阪）	

２１	 堤	 賢治郎（奈	 良）	 上西	 良知（学	 連）	 藤川	 邦晴（京	 都）	 	

２２	 関	 	 敏彦（和歌山）	 古賀	 直充（京	 都）	 中尾	 哲夫（大	 阪）	 種尾	 智徳（京	 都）	

２３	 濱田	 常男（大	 阪）	 山田	 	 孝（京	 都）	 庄田	 真樹（和歌山）	 大西	 智紀（兵	 庫）	

２４	 新倉	 	 光（京	 都）	 前土佐純洋（奈	 良）	 奥西	 優真（京	 都）	 藤田	 忠志（滋	 賀）	

２５	 辻	 	 拓也（京	 都）	 尾辻	 利章（大	 阪）	 中村	 晋也（和歌山）	 	

２６	 道林	 政広（兵	 庫）	 永棟	 眞司（京	 都）	 西口	 元気（奈	 良）	 遠藤	 文男（京	 都）	

２７	 小川	 信秀（和歌山）	 甲部	 宗男（京	 都）	 森田	 敦士（学	 連）	 大久保雄矢（奈	 良）	

２８	 淺川	 智輝（兵	 庫）	 片山	 寛史（学	 連）	 浦部	 年男（滋	 賀）	 マドレ秀弘（京	 都）	

２９	 中谷	 眞二（京	 都）	 山﨑	 俊承（和歌山）	 西澤	 圭祐（京	 都）	 淺川	 啓大（兵	 庫）	

３０	 松本	 勝治（奈	 良）	 今田	 好秀（京	 都）	 井阪	 晃生（学	 連）	 浦口	 博満（大	 阪）	

３１	 森永	 竜輝（大	 阪）	 梅木	 	 寛（奈	 良）	 播本	 雄輔（京	 都）	 中江	 文義（滋	 賀）	

３２	 林	 	 永晃（和歌山）	 柳生	 裕幸（京	 都）	 後	 	 充人（学	 連）	 森下	 	 潤（京	 都）	

３３	 山本	 	 誠（滋	 賀）	 坂原	 保則（和歌山）	 内藤慎之介（京	 都）	 斉藤	 正浩（学	 連）	

３４	 鍵野	 	 隆（京	 都）	 諏訪	 琉星（大	 阪）	 立花	 和貴（兵	 庫）	 内藤	 宗樹（京	 都）	

３５	 片岡	 達也（京	 都）	 島本	 昭宏（滋	 賀）	 岡部	 俊樹（京	 都）	 本堂	 方人（大	 阪）	

３６	 中村	 一馬（和歌山）	 有賀	 	 徹（大	 阪）	 山岡	 末男（兵	 庫）	 小野	 武志（奈	 良）	

３７	 松井	 正信（大	 阪）	 高田	 	 勇（京	 都）	 山根	 鉄造（奈	 良）	 内藤	 	 茂（京	 都）	

３８	 中川	 貴史（京	 都）	 川崎	 未来（和歌山）	 吉野	 利優（大	 阪）	 橋本	 	 敏（兵	 庫）	
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【 ２人チーム戦  Ａ組 】  女子・男子 

ﾚｰﾝ	 チーム名	 第１投球者	 第２投球者	 チーム名	 第１投球者	 第２投球者	

９	 和歌山	 Ｆ	 福島	 正久	 和田	 譲治	 滋	 賀	 Ｅ	 藤原	 智也	 池本	 雅尚	

10	 京	 都	 Ｗ	 山口	 照美	 内藤	 	 隆	 関西学生Ｅ	 森田	 	 快	 藤本	 拓哉	

11	 関西学生Ｆ	 宮部	 一輝	 網野	 誠晃	 京	 都	 Ｘ	 吉川	 伸一	 川﨑日出夫	

12	 京	 都	 Ｎ	 平重	 三吉	 辻	 	 康博	 兵	 庫	 Ｇ	 大城戸和義	 仲植	 広宣	

13	 京	 都	 Ｍ	 野呂	 翔羅	 野呂	 貞之	 	 	 	

14	 関西学生Ｈ	 寺崎	 	 淳	 阪上	 弘明	 大	 阪	 Ｋ	 上田	 	 充	 新山	 信二	

15	 大	 阪	 Ｌ	 甘利	 紘大	 三原	 一行	 	 	 	

16	 京	 都	 Ｈ	 藤田	 伸一	 御藤	 恭史	 学生連合Ｇ	 平田	 亮太	 坂井	 正孝	

17	 京	 都	 Ｇ	 長谷川清忠	 越野	 寿成	 メイク（兵庫）	 松原	 俊輔	 	

18	 京	 都	(b)	 藤村	 	 嶺	 清水	 	 潤	 奈	 良	 Ｅ	 戸丸	 知信	 用貝	 利広	

19	 奈	 良	 Ｆ	 卜部	 普士	 友廣	 徹也	 京	 都	(a)	 井上	 慶音	 吉田	 尚平	

20	 京	 都	 Ｕ	 斎須	 信行	 中島	 義一	 大	 阪	 Ｇ	 谷口	 悠斗	 山口	 英俊	

21	 大	 阪	 Ｈ	 福永	 義昭	 長島	 則夫	 京	 都	 Ｖ	 林	 	 	 学	 小泉	 	 隆	

22	 滋	 賀	 Ｆ	 住田	 直弥	 千葉	 鉄也	 和歌山	 Ｅ	 石田	 鎭雄	 本多	 正記	

23	 京	 都	 Ｈ	 大西	 愛子	 奥	 	 享子	 滋	 賀	 Ｂ	 木村	 成子	 中川みち子	

24	 奈	 良	 Ｂ	 前土佐	 凪	 谷	 	 良美	 大	 阪	 Ｂ	 石本恵梨奈	 山本	 梨加	

25	 大	 阪	 Ａ	 中野	 麻希	 武部	 公英	 奈	 良	 Ａ	 前土佐	 澪	 大久保幸江	

26	 和歌山	 Ｄ	 山本	 栞那	 篠原	 千絵	 京	 都	 Ｃ	 安田明香里	 御藤	 ゆい	

27	 京	 都	 Ｄ	 富永	 圭子	 池口	 凪沙	 	 	 	

28	 滋	 賀	 Ａ	 筈井	 飛鳥	 竹内さおり	 和歌山	 Ｃ	 川口	 紗希	 伊勢川華愛	

29	 京	 都	 Ｊ	 森脇眞理子	 篠田ひろみ	 	 	 	

30	 京	 都	 Ｅ	 石本	 初子	 中島	 美紀	 メイク（兵庫）	 森	 	 美樹	 	

31	 京	 都	 Ｆ	 村上	 涼香	 後藤	 知子	 大	 阪	 Ｅ	 鶴身	 暁子	 小畠	 捺稀	

32	 兵	 庫	 Ｂ	 古塚奈々子	 本庄紗梨奈	 和歌山	 Ｅ	 伊東	 	 恵	 福島	 佳子	

33	 和歌山	 Ｆ	 伊勢川怜子	 山﨑	 明美	 兵	 庫	 Ａ	 岸本	 衣未	 藤原	 尚子	

34	 奈	 良	 Ｄ	 景山	 有花	 景山多美子	 京	 都	 Ｂ	 森下	 美紀	 藤丸ミキ子	

35	 京	 都	 Ａ	 川﨑	 由菜	 鍵野	 礼子	 大	 阪	 Ｃ	 京井	 朋子	 村橋	 敬子	

36	 和歌山	 Ｂ	 松村	 佳美	 川口	 茉紀	 京	 都	 Ｉ	 猪俣てるみ	 河北	 利佳	

37	 大	 阪	 Ｄ	 尾辻	 桂子	 山﨑亜由美	 和歌山	 Ａ	 垣添	 巳奈	 山本	 菜由	

38	 奈	 良	 Ｃ	 細井	 徳子	 松永	 華穂	 京	 都	 Ｇ	 北山	 明美	 斉ノ内真由美	
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【 ２人チーム戦  Ｂ組 】  男子 

ﾚｰﾝ	 チーム名	 第１投球者	 第２投球者	 チーム名	 第１投球者	 第２投球者	

９	 奈	 良	 Ｈ	 西岡	 孝則	 荒木	 	 猛	 	 	 	

10	 京	 都	 Ｐ	 山田	 	 孝	 藤川	 邦晴	 兵	 庫	 Ｅ	 淺川	 啓大	 淺川	 智輝	

11	 兵	 庫	 Ｆ	 小松	 侑誠	 山岡	 末男	 京	 都	 Ｏ	 秦	 	 	 淳	 中野	 英二	

12	 京	 都	 Ｙ	 永棟	 眞司	 中川	 貴史	 大	 阪	 Ｎ	 森永	 竜輝	 浦口	 博満	

13	 大	 阪	 Ｍ	 諏訪	 琉星	 本堂	 方人	 京	 都	 Ｚ	 今田	 好秀	 内藤	 宗樹	

14	 京	 都	 Ｋ	 マドレ秀弘	 播本	 雄輔	 奈	 良	 Ａ	 大久保雄矢	 堤	 賢治郎	

15	 奈	 良	 Ｂ	 西口	 元気	 前土佐純洋	 京	 都	 Ｌ	 中谷	 眞二	 古賀	 直充	

16	 和歌山	 Ｄ	 坂原	 保則	 林	 	 永晃	 滋	 賀	 Ｂ	 山本	 	 誠	 園田多華生	

17	 滋	 賀	 Ａ	 島本	 昭宏	 中江	 文義	 和歌山	 Ｃ	 庄田	 真樹	 関	 	 敏彦	

18	 兵	 庫	 Ｃ	 立花	 和貴	 仲植	 誠真	 京	 都	 Ａ	 岡部	 俊樹	 鍵野	 	 隆	

19	 京	 都	 Ｂ	 柳生	 裕幸	 内藤	 	 茂	 兵	 庫	 Ｄ	 	津田	 龍浩	 森田竜之助	

20	 関西学生Ｂ	 後	 	 充人	 斉藤	 正浩	 大	 阪	 Ｂ	 浦口	 健一	 北田	 典男	

21	 大	 阪	 Ａ	 武本	 真明	 守屋	 雄斗	 関西学生Ａ	 井阪	 晃生	 片山	 寛史	

22	 京	 都	 Ｅ	 高木	 秀晃	 田中	 寿志	 和歌山	 Ｇ	 渡邉	 玲史	 太田	 貴久	

23	 和歌山	 Ｈ	 金谷	 佳哉	 山本	 	 満	 京	 都	 Ｆ	 新谷	 朋之	 並河	 包恭	

24	 大	 阪	 Ｆ	 篠原	 琢也	 槌谷	 	 敏	 奈	 良	 Ｃ	 小野	 武志	 山根	 鉄造	

25	 奈	 良	 Ｄ	 	梅木	 	 寛	 松本	 勝治	 大	 阪	 Ｅ	 石原	 隼人	 山本	 崇之	

26	 京	 都	 Ｒ	 高田	 	 勇	 森下	 	 潤	 関西学生Ｃ	 上西	 良知	 齋梧	 	 等	

27	 関西学生Ｄ	 田中	 秀平	 杉野	 太亮	 京	 都	 Ｑ	 内藤慎之介	 片岡	 達也	

28	 和歌山	 Ｂ	 井野	 開斗	 川崎	 未来	 大	 阪	 Ｉ	 有賀	 	 徹	 松井	 正信	

29	 大	 阪	 Ｊ	 河合	 義幸	 中尾	 哲夫	 和歌山	 Ａ	 坂原	 慎平	 中村	 一馬	

30	 兵	 庫	 Ｂ	 薮内	 賢一	 橋本	 	 敏	 京	 都	 Ｄ	 奥西	 優真	 種尾	 智徳	

31	 京	 都	 Ｃ	 廣岡	 	 淳	 辻	 	 拓也	 兵	 庫	 Ａ	 大西	 智紀	 道林	 政広	

32	 滋	 賀	 Ｃ	 田中	 佳一	 中村	 	 尚	 大	 阪	 Ｄ	 吉野	 利優	 山田	 成人	

33	 大	 阪	 Ｃ	 尾辻	 利章	 濱田	 常男	 滋	 賀	 Ｄ	 	浦部	 年男	 藤田	 忠志	

34	 関西学生Ｊ	 森田	 敦士	 植田	 有亮	 京	 都	 Ｉ	 遠藤	 文男	 甲部	 宗男	

35	 京	 都	 Ｊ	 西澤	 圭祐	 新倉	 	 光	 関西学生 I	 西崎	 	 克	 近藤	 友輔	

36	 和歌山	 Ｊ	 小川	 信秀	 山﨑	 俊承	 京	 都	 Ｓ	 岩村	 康博	 中谷	 孝二	

37	 京	 都	 Ｔ	 平田	 直也	 市川	 正明	 	 	 	

38	 和歌山	 Ｉ	 中村	 晋也	 仲岡	 伸哲	 奈	 良	 Ｇ	 辻本	 一樹	 濱田	 佳輝	
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【 ４人チーム戦  Ａ組 】  女子・男子 

ﾚｰﾝ	 チーム名	 第１投球者	 第２投球者	 第３投球者	 第４投球者	

９	 	 	 	 	 	

１０	 京	 都	 Ｎ	 藤村	 	 嶺	 清水	 	 潤	 吉田	 尚平	 井上	 慶音	

１１	 大	 阪	 Ｄ	 谷口	 悠斗	 山口	 英俊	 福永	 義昭	 長島	 則夫	

１２	 奈	 良	 Ｃ	 戸丸	 知信	 用貝	 利広	 卜部	 普士	 友廣	 徹也	

１３	 京	 都	 Ｋ	 小泉	 	 隆	 林	 	 	 学	 斎須	 信行	 中島	 義一	

１４	 和歌山	 Ｃ	 石田	 鎭雄	 本多	 正記	 福島	 正久	 和田	 譲治	

１５	 奈	 良	 Ａ	 前土佐	 澪	 前土佐	 凪	 谷	 	 良美	 大久保幸江	

１６	 京	 都	 Ｂ	 安田明香里	 御藤	 ゆい	 富永	 圭子	 池口	 凪沙	

１７	 大	 阪	 Ａ	 山本	 梨加	 石本恵梨奈	 中野	 麻希	 武部	 公英	

１８	 滋	 賀	 筈井	 飛鳥	 木村	 成子	 中川みち子	 竹内さおり	

１９	 京	 都	 Ｃ	 石本	 初子	 中島	 美紀	 村上	 涼香	 後藤	 知子	

２０	 和歌山	 Ｂ	 川口	 紗希	 伊勢川華愛	 山本	 栞那	 篠原	 千絵	

２１	 メイク（兵庫）	 森	 	 美樹	 	 	 	

２２	 京	 都	 Ｅ	 猪俣てるみ	 河北	 利佳	 森脇眞理子	 篠田ひろみ	

２３	 メイク（大阪）	 鶴身	 暁子	 小畠	 捺稀	 	 	

２４	 和歌山	 Ｃ	 伊東	 	 恵	 福島	 佳子	 伊勢川怜子	 山﨑	 明美	

２５	 兵	 庫	 Ａ	 岸本	 衣未	 古塚奈々子	 本庄紗梨奈	 藤原	 尚子	

２６	 京	 都	 Ａ	 森下	 美紀	 藤丸ミキ子	 川﨑	 由菜	 鍵野	 礼子	

２７	 奈	 良	 Ｂ	 細井	 徳子	 松永	 華穂	 景山	 有花	 景山多美子	

２８	 京	 都	 Ｄ	 北山	 明美	 大西	 愛子	 斉ノ内真由美	 奥	 	 享子	

２９	 和歌山	 Ａ	 垣添	 巳奈	 山本	 菜由	 松村	 佳美	 川口	 茉紀	

３０	 大	 阪	 Ｂ	 京井	 朋子	 村橋	 敬子	 尾辻	 桂子	 山﨑亜由美	

３１	 京	 都	 Ｌ	 川﨑日出夫	 吉川	 伸一	 山口	 照美	 内藤	 	 隆	

３２	 関西学生Ｄ	 平田	 亮太	 坂井	 正孝	 寺崎	 	 淳	 阪上	 弘明	

３３	 メイク（兵庫）	 松原	 俊輔	 仲植	 広宣	 大城戸和義	 	

３４	 京	 都	 Ｇ	 野呂	 翔羅	 野呂	 貞之	 平重	 三吉	 辻	 	 康博	

３５	 滋	 賀	 Ｃ	 藤原	 智也	 池本	 雅尚	 住田	 直弥	 千葉	 鉄也	

３６	 関西学生Ｃ	 森田	 	 快	 藤本	 拓哉	 宮部	 一輝	 網野	 誠晃	

３７	 京	 都	 Ｄ	 長谷川清忠	 越野	 寿成	 藤田	 伸一	 御藤	 恭史	

３８	 大	 阪	 Ｆ	 甘利	 紘大	 上田	 	 充	 新山	 信二	 三原	 一行	
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【 ４人チーム戦  Ｂ組 】  男子 

ﾚｰﾝ	 チーム名	 第１投球者	 第２投球者	 第３投球者	 第４投球者	

９	 京	 都	 Ｂ	 種尾	 智徳	 奥西	 優真	 廣岡	 	 淳	 辻	 	 拓也	

１０	 関西学生Ａ	 井阪	 晃生	 後	 	 充人	 斉藤	 正浩	 片山	 寛史	

１１	 京	 都	 Ｉ	 内藤慎之介	 片岡	 達也	 高田	 	 勇	 森下	 	 潤	

１２	 大	 阪	 Ｅ	 有賀	 	 徹	 松井	 正信	 河合	 義幸	 中尾	 哲夫	

１３	 和歌山	 Ｅ	 中村	 晋也	 小川	 信秀	 山﨑	 俊承	 仲岡	 伸哲	

１４	 奈	 良	 Ｂ	 小野	 武志	 山根	 鉄造	 梅木	 	 寛	 松本	 勝治	

１５	 京	 都	 Ｅ	 甲部	 宗男	 西澤	 圭祐	 遠藤	 文男	 新倉	 	 光	

１６	 兵	 庫	 Ａ	 大西	 智紀	 道林	 政広	 薮内	 賢一	 橋本	 	 敏	

１７	 大	 阪	 Ｂ	 山田	 成人	 吉野	 利優	 尾辻	 利章	 濱田	 常男	

１８	 和歌山	 Ａ	 坂原	 慎平	 井野	 開斗	 川崎	 未来	 中村	 一馬	

１９	 滋	 賀	 Ｂ	 藤田	 忠志	 浦部	 年男	 田中	 佳一	 中村	 	 尚	

２０	 関西学生Ｅ	 西崎	 	 克	 近藤	 友輔	 森田	 敦士	 植田	 有亮	

２１	 京	 都	 Ｍ	 今田	 好秀	 内藤	 宗樹	 永棟	 眞司	 中川	 貴史	

２２	 大	 阪	 Ｇ	 浦口	 博満	 森永	 竜輝	 諏訪	 琉星	 本堂	 方人	

２３	 兵	 庫	 Ｃ	 淺川	 啓大	 淺川	 智輝	 小松	 侑誠	 山岡	 末男	

２４	 京	 都	 Ｊ	 岩村	 康博	 中谷	 孝二	 平田	 直也	 市川	 正明	

２５	 奈	 良	 Ｄ	 辻本	 一樹	 濱田	 佳輝	 西岡	 孝則	 荒木	 	 猛	

２６	 滋	 賀	 Ａ	 園田多華生	 山本	 	 誠	 島本	 昭宏	 中江	 文義	

２７	 京	 都	 Ａ	 岡部	 俊樹	 内藤	 	 茂	 柳生	 裕幸	 鍵野	 	 隆	

２８	 和歌山	 Ｂ	 庄田	 真樹	 関	 	 敏彦	 坂原	 保則	 林	 	 永晃	

２９	 兵	 庫	 Ｂ	 津田	 龍浩	 立花	 和貴	 森田竜之助	 仲植	 誠真	

３０	 大	 阪	 Ａ	 浦口	 健一	 北田	 典男	 守屋	 雄斗	 武本	 真明	

３１	 	 	 	 	 	

３２	 京	 都	 Ｈ	 秦	 	 	 淳	 中野	 英二	 山田	 	 孝	 藤川	 邦晴	

３３	 奈	 良	 Ａ	 西口	 元気	 大久保雄矢	 前土佐純洋	 堤	 賢治郎	

３４	 京	 都	 Ｃ	 新谷	 朋之	 高木	 秀晃	 田中	 寿志	 並河	 包恭	

３５	 大	 阪	 Ｃ	 石原	 隼人	 篠原	 琢也	 山本	 崇之	 槌谷	 	 敏	

３６	 京	 都	 Ｆ	 	 マドレ秀弘	 中谷	 眞二	 古賀	 直充	 播本	 雄輔	

３７	 和歌山	 Ｄ	 太田	 貴久	 渡邉	 玲史	 金谷	 佳哉	 山本	 	 満	

３８	 関西学生Ｂ	 上西	 良知	 田中	 秀平	 齋梧	 	 等	 杉野	 太亮	
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