
早部　純 (男*) 岸本和也 (男) 瀧川譲司 (男) 浅井悠志 (男) 中島貴宏 (男)

早 部 純 中辻隆泰 (男) 八木優征 (男) 鶴田敦也 (男) 稲生喜代志 (男*) 後田　稔 (男*)

赤松京子 (女) 森花治美 (女) 栗田美沙 (女) 岸本裕里恵 (女) 大野有紀 (女)

中垣公男 (男*) 藤原浩光 (男*) 山﨑昌之 (男*) 坂上寿昭 (男*) 上田　茂 (男*)

伊 藤 俊 文 今岡　守 (男*) 重松　亨 (男) 市平和久 (男) 櫻井義容 (男*) 藤原昭子 (女)

田中計江 (女) 上田美佐 (女) 山﨑孝枝 (女) 水掫春美 (女) 伊藤真弓 (女)

岡崎　朗 (男*) 濱　直也 (男*) 岡本康宏 (男*) 幸田芳和 (男*) 林　浩伸 (男)

松井紀味子 原田直也 (男) 松本知也 (男) 木村裕司 (男*) 藤本和義 (男*) 池田友子 (女)

鈴木直子 (女) 岡本順子 (女) 宮里佳子 (女) 森　湖乙 (女) 西田つたえ (女)

辻　正幸 (男*) 山田繁已 (男*) 山田　稔 (男*) 大馬崎友彦 (男*) 辻本弘二 (男*)

辻 正 幸 中園康平 (男) 安達亮平 (男) 平野裕大 (男) 藤田　煕 (男) 大馬崎友 (女)

大馬崎香綸 (女) 山田さやか (女) 谷口真歩 (女) 辻　和美 (女) 藤川カズエ (女)

岸本孝史 (男*) 北内邦彦 (男*) 石橋亮浩 (男*) 谷本　茂 (男*) 亀田和也 (男)

中 山 信 弘 安田貴博 (男) 高橋喜丸 (男) 河野　崇 (男*) 河野元輝 (男) 廣瀬正和 (男*)

清水智弘 (男) 清水くるみ (女) 亀田　彩 (女) 新居稚菜 (女) 藤本直子 (女)

久林正斗 (男) 古川大智 (男) 清水功一 (男*) 木田忠典 (男*) 谷口伸一 (男)

加 藤 武 和 和田龍樹 (男) 田ノ上克明 (男*) 岸田直也 (男) 横山直紀 (男) 村田圭吾 (男)

田ノ上知津 (女) 山下奈美子 (女) 石井宏枝 (女) 原　恵 (女) 長田　優 (女)

岸本　潔 (男*) 新子剛司 (男*) 弓渓光之 (男*) 板井正宏 (男) 日下司郎 (男)

壁 内 洋 二 森岡保夫 (男*) 南　武志 (男) 野崎省二 (男*) 松本孝治 (男*) 弓渓ひろみ (女)

小川陽子 (女) 板井真子 (女) 硯　和子 (女) 山田久知代 (女) 藤本真澄 (女)

堀田晋也 (男) 中　公宏 (男) 津田直人 (男) 河合康輔 (男) 秋井一輝 (男)

伏 見 精 治 河合康輔 (男) 細谷幸三 (男*) 中村吉夫 (男*) 髙橋雅宏 (男*) 堀田明美 (女)

中　真紀子 (女) 西川登志恵 (女) 堀田沙織 (女) 吉村さち代 (女) 津田浩子 (女)

井口航輝 (男) 藤井涼介 (男) 山尾昌輝 (男) 信木貴文 (男) 西川晃正 (男)

吉 田 秀 夫 鍵谷　健 (男) 藤井孝弘 (男*) 中村辰彦 (男*) 岡本　剛 (男*) 永井章喜 (男*)

永井弘子 (女) 飯野美穂子 (女) 中村紀子 (女) 門地由美子 (女) 中尾真菜 (女)

藤田一人 (男*) 寺村誠司 (男) 福島一也 (男*) 南村　博 (男*) 松本恵輔 (男)

片 山 慶 一 影山湧哉 (男) 永井恭子 (女) 細川万樹子 (女) 黒田明希 (女) 清水直美 (女)

影山博司 (男*) 筒井貴子 (女) 松本菜々子 (女) 松本哲明 (男*) 坂田郁夫 (男)

野村　茂 (男*) 尾上義明 (男*) 森本彰一 (男*) 福井賢司 (男*) 植田邦也 (男*)

野 村 茂 辻本勇気 (男) 山岡　源 (男) 西　豊一 (男*) 西島吉典 (男*) 城井　啓 (男*)

屋敷とも子 (女) 西島美由紀 (女) 野村早苗 (女) 松村雅美 (女) 岩崎美恵子 (女)

進士雄一 (男) 吉岡建輝 (男) 宮西克行 (男) 出原義洋 (男) 榎原哲志 (男)

上 本 憲 昭 鈴木亜希 (女) 奥村知美 (女) 伊丹小百合 (女) 犬嶋智美 (女) 佐藤瑞恵 (女)

岩佐武則 (男*) 佐々木博 (男*) 阪本紀和 (男*) 島田慎二 (男*) 中村天音 (女)

中西明仁 (男*) 松岡克弘 (男*) 山本哲司 (男*) 渡部伸治 (男*) 佐藤元彦 (男)

中 西 明 仁 貴田裕介 (男) 長谷川拓哉 (男) 橋本浩至 (男) 加藤　厚 (男*) 松岡恵理 (女)

霜永真弓 (女) 中西祥代 (女) 上内真琴 (女) 佐藤尚美 (女) 大塚加代 (女)

栗原照仁 (男*) 西林雅明 (男) 佐藤良樹 (男*) 谷　直斗 (男) 谷　博文 (男*)

井 岡 正 徳 新田昌和 (男*) 中村　朗 (男*) 堀江信幸 (男*) 田守きよ美 (女) 金水佳永子 (女)

嶋田真子 (女) 柳田千鶴 (女) 新田京子 (女) 乾まさよ (女) 安井恵美子 (女)

米田博行 (男*) 南　庸吉 (男*) 南　和範 (男) 花井伸好 (男*) 井上　誠 (男*)

阪 部 俊 也 山下智史 (男) 辰己月美 (女) 辰己祥子 (女) 芦高信一 (男*) 福田恵子 (女)

松居智子 (女) 西　正美 (女) 安田光治 (男*) 広瀬謙治朗 (男*) 菅井　明 (男*)

青木康司 (男) 明城純一 (男) 石田一哉 (男*) 河合靖弘 (男*) 窪ノ内悠志 (男)

豊 永 栄 一 黒田岳志 (男) 阪口敏也 (男) 米澤正喜 (男*) 石川千紗都 (女) 木村佳子 (女)

住友里沙 (女) 中嶋明美 (女) 則岡紗欧里 (女) 三宅順子 (女)

16

橿 原 市

13

大和郡山市

14

宇 陀 市

15

五 條 市

10

香 芝 市

11

桜 井 市

12

北葛城郡

7

生 駒 郡

1

生 駒 市

2

磯 城 郡

3

大和高田市

天 理 市

5

奈 良 市

6

高 市 郡

8

吉 野 郡

9

葛 城 市

4

郡、市別監督および出場選手名
ﾄﾞﾛｰ
№

郡 、 市名 監 督
選 手 名

（男*）は45歳以上の男性を示し、壮年男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽに出場できる。


