
日刊          第  回全日本             選手権
関西大会決勝競技 最終日 組 合  表
  月  日       倶楽部 

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

     
瀧原 順二    東本 浩二    榎本 雅一    平井 聖也    

 天野山  泉佐野  岬  大院大 

     
太田 和美    松井 幸男    植村 勝將    小阪 雅則    

 推薦  朽木       茨木高原 

     
酒井 秀崇    田畑 惠司    三藤 和明    雑賀 郁生    

 関学大  貴志川  泉 丘  国木原 

     
澤井  悟    草岡 竜一    中村 輝昭    松野 健二    

 奈良若草  山 原  日野  北六甲 

     
濵田 光邦    藤田 雅英    辻田 晴也    前田順一郎    

 奈良              和歌山県立医大  亀岡 

     
山口 康彦    渡辺 善康    廣瀬 恵一    倉田 省吾    

      池田  大津        

     
山﨑 圭吾    松永 泰成    山田 大介    松本 卓也    

 大院大  泉 丘  貴志川  大院大 

     
濱田 拓也    都  和馬    岩本 孝志    小松 良成    

 東条湖  山 原  美奈木     東条 

     
森田 廣宣    加登 隆太    岸本  毅    菅家健二郎    

            猪名川国際  高室池 

      
眞銅 孝安    左近 哲也    山本 秀樹    髙野 健汰    

         関空       大阪  大院大 

      
芝田 康司    高本 拓真    山下 恭平    笠嶋 直樹    

     信楽           滝野          

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

     
新井 将文    田辺 鉄雄    武輪 憲明    森井  淳    

 宮津          奈良若草      信楽 

     
峯  栄二    井上 泰人    酢谷 智宏    竹田 幸平    

 西宮六甲  聖丘  茨木国際  宇治田原 

     
玉岡 孝基    光田 英二    中村 栄樹    浮田 智志    

 大院大  天野山  花屋敷  阿山 

     
中野 耕治    小倉  守    平林 研二    堀田 健一    

    東条         六甲国際         

     
米田  崇    陸橋 秀規    藤澤 定則    二股 信介    

 出雲空港  美奈木  篠山  京都 

     
隅野 達矢    寺西  智    小寺  誠    中谷 賢二    

 堺  阿騎野  奈良      堺 

     
岩本 光生    中川 友宏    佐 木 大    中井 賢一    

 奈良      奈良      法隆寺  奈良若草 

     
鍵村 嘉男    邑木 秀行    阿部 行雄    下前 裕嗣    

 日野  推薦  京都         

     
吉田  量    白山 裕晃    青柳 真治    

 西宮高原  日野  三日月 

      
三野宮秀男    山下 和樹    大川  淳    中尾 裕司    

 西宮六甲  西宮六甲           阿騎野 

      
花山 雅広    谷口 正悟    平田 信晃    

 奈良      茨木国際            

  上位  人 日刊  全日本大会   月    日 石川県 片山津  白山   出場資格 得  

  組 合          時刻  欠席者    場合 変更        
競技委員長 関西   連盟 北畠哲夫


