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   月 日              

  番          

組 時間 選手名  所属  選手名  所属     選手名  所属  選手名  所属     

     松村 茂樹  奈良  椙本 剛行  奈良    古藤 隆幸  交野  高木 昌昭  交野    

     松井 幸男  朽木  谷内 祥吾  朽木    髙野  浩  杉 木台  鈴木謙太郎  加賀        

     竹尾 吉主         延安 伸二           髙田 弘司  奈良     平田 義勝  南山    

     藤田  博  日野  中村  勝  近江      卜部 凡夫          原﨑 通夫  青山台    

     河田 浩幸  加西     竹村 満広  万寿    前川 哲彦  小野  正井 芳治  北六甲    

     宮本 敏幸           寺岡 俊宏             林   仁  久美浜  川原健太朗  久美浜    

     植村 勝將  橋本  竹本  森  奈良    渡邊 慎弥  小野  野村  茂           

     河村 敏明  大甲賀  北村 久人  朽木    上良 浩之        中林 申一             

     辻田 晴也  和歌山県立医大  井阪 直樹  泉佐野    二宮 弘一  交野  川越 正誉             

      坂上 吉久  姫路相生  渡邊 将人             松永 泰成  泉 丘  髙本 拓真            

      田畑 惠司  貴志川  坂口 雅彦  貴志川    森中 健介  有馬  藤井 将彦  奈良国際    

      松尾  大         正木  仁  泉南    東  修平  龍谷大  宮谷 佳宏         京都    

      岩本  守  関西軽井沢  石口 勝治  神有    岩田 光徳  日清都  辻  正幸  日清都    

      村田 靖司  日野  谷口 友浩  大津    中野 寿男  甲賀  梅田 智之  甲賀    

   番         

組 時間 選手名  所属  選手名  所属     選手名  所属  選手名  所属     

     井上 達郎  久美浜  岡本 延弘  神鍋高原    南  聖祐  北六甲  徳山 昌秀  太平洋    

     宮崎 洋平  豊田  小出 和人  富士可児    飯野 光雄  橋本  坂中 博明  橋本    

     長山  正  奈良若草  門田 亨治  奈良若草    木村 廣信  滝野  藤本 貴久           

     徳田 敏行  日野  内田 和広  日野    片桐 公秀  伏尾  井上  賢  亀岡    

     芦田 義孝  千草  馬場謙太郎  東広野    橋本 晋三          福本  哲            

     澤井  悟  奈良若草  武輪 憲明  奈良若草    倉田 省吾        中田 達也          

     川口 芳雄          川岸  司  滝野    上辻 徹身  六甲国際  利川 邦浩  六甲国際    

     清  順一  東条 森  谷本 哲哉  東条 森    渡辺 裕之  井原  向  俊一  井原    

     杉本 慎治  日野  西野 昭彦            岡本 英樹  久美浜  松村 淳栄  久美浜    

      下内  優  千刈  三木 大輔  池田    中水 滋己  甲賀  浅原 克浩  甲賀    

      藤井 量久  井原  山野 浩二  井原    鍵村 嘉男  日野  中村 輝昭  日野    

      松井 栄一  敦賀国際  川﨑 隆弘  敦賀国際    遠藤弘佳士  岸和田  大務 周哉  岸和田    

      森脇 一洋  関西  坂井 清明  高室池    
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