
一般女子 45歳以上女子

18 8

長田 珠果 ユニークSTA 岡本 直子 TN-21

大西 遥菜 ルーセント奈良 大野 有紀 矢田山

布村 日菜 ルーセント奈良 森花 治美 矢田山

石川 千紗都 ルーセント奈良 赤松 京子 矢田山

新居 稚菜 YELL TA 松本 明美 ルーセント奈良

今井 雪乃 YELL TA 今井 真理 YELL TA

西本 聖良 YELL TA 西川 登志恵 新庄

東 由唯 YELL TA 木本 慶子 O's

四方 阿蘭 YELL TA

山根 夏鈴 TS奈良 17組

山根 未来 TS奈良 犬嶋 智美 Progress

香川 美行 ジェイテクト 田ノ上 知津 TN-21

山口 真奈 奈良女子大学 金水 佳永子 TN-21

水口 加琳 奈良女子大学 細田 久美 TN-21

藤田 悠理乃 奈良女子大学 玉川 昌子 TN-21

奥谷 梨那 O's　 神内 恵子 生駒ﾚﾃﾞｨｰｽ

松田 瑠菜 O's　 池田 友子 TN-21

樋口 菜穂子 ダイヤ学園前 小川 陽子 ハードボール

渡辺 香 TN-21

21組 田守 きよ美 TN-21

布村 日菜 ルーセント奈良 森花 治美 矢田山

澤邊 愛 ルーセント奈良 赤松 京子 矢田山

日下 昌美 香芝ｲﾝﾄﾞｱ 福神 深幸 飛鳥インドア

岡本 直子 TN-21 朝田 智津子 飛鳥インドア

坂口 久美子 香芝ｲﾝﾄﾞｱ 大馬崎 友 飛鳥インドア

板井 真子 TN-21 金房 秀子 飛鳥インドア

上内 真琴 TN-21 松本 明美 ルーセント奈良

溝部 真紀子 ｱｲﾙ 西 圭以子 ルーセント奈良

川浪 綾華 シャープ 岡本 順子 TN-21

森 理紗 シャープ 三宅 順子 ルーセント奈良

大野 有紀 矢田山 山田 さやか MSS橿原

松本 菜々子 ルーセント奈良 石井 宏枝 飛鳥インドア

木内 真依子 飛鳥インドア 中嶋 明美 コスパあやめ池

大鳥 有希子 YELL TA 清水 直美 コスパあやめ池

岩瀬 つね子 ダイヤ学園前 門地 由美子 高田ア-バン

石川 千紗都 ルーセント奈良 田尻 一美 TGK

川上 令子 アンビシャス 永井 弘子 TGK

神山 佳織 ルーセント奈良 藤本 直子 TGK



住友 理沙 ルーセント奈良 家藤 綾美 モンキーパニック

鈴木 亜希 チ-ムファミリー 清水 由佳 モンキーパニック

加藤 梓 アンビシャス 上田 麻子 奈良国際

佐藤 万峰 ルーセント奈良 石川 陽子 奈良国際

弓渓 ひろみ ハードボール 木本 慶子 O‘ｓ

津崎 由美子 ルーセント奈良 山内 万由美 コスパあやめ池

新居 稚菜 YELL TA

山門 春香 ダイヤ学園前

西本 聖良 YELL TA

東 由唯 YELL TA

今井 雪乃 YELL TA

山根 夏鈴 TS奈良

長田 優 飛鳥ｲﾝﾄﾞｱ

松岡 恵里 奈良国際

山口 真奈 奈良女子大

水口 加琳 奈良女子大

藤田 悠理乃 奈良女子大

村上 瑛葉 奈良女子大

牧井 美波 奈良女子大

䊐田 桃子 奈良女子大

山田 久知代 香芝インドア

植田 幸 香芝インドア

奥谷 梨那 O's

松田 瑠菜 O's



45歳以上男子 55歳以上男子

18 26

高橋 時春 わんむ 米澤 正喜 わんむ

松田 茂 わんむ 高橋 時春 わんむ

西脇 信和 わんむ 辻田 陽至 わんむ

岩佐 武則 ＴＳ奈良 豊川　 吉史 TN-21

勝田 仁康 シャープ 岸本 猛 TN-21

見米 裕二 シャープ 清水 功一 TN-21

荒木 洋 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ 浜 直也 TN-21

河合 靖弘 TS奈良 菊谷 司 青丹よし

濱本 典秀 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ 森本 彰一 飛鳥インドア

佐々木 博 ルーセント奈良 西村 正樹 飛鳥インドア

松本 洋一 ルーセント奈良 平井 敬人 飛鳥インドア

後藤 章 香芝インドア 中田 雅支 F.S.P

大原 章 YELL TA 久保田 善裕 F.S.P

吉村 忍 高田ア-バン 鄭 晋耀 F.S.P

服部 好志 秋篠 乕谷 篤 佐保山

野崎 省二 香芝インドア 目黒 弘之 YELL TA

山田 等 MTF 山田 勝徳 浜口PTC

山本 寛二 ジー・オー 藤井 孝弘 高田ア-バン

柿本 誠二 高田ア-バン

13組 野村 憲治 高田ア-バン

松田 茂 わんむ 辻本　 幸則 秋篠

西脇 信和 わんむ 中西 明仁 AN

幸田 芳和 TN-21 島川 秀樹 奈良国際

井上 貴智 TN-21 岸本 潔 MTF

荒木 洋 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ 葉山 恒生 MTF

河合 靖弘 TS奈良 中村 朗 浜口ＰＴＣ

畠山 吉偉 白橿

真井 順也 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ 14組

岡本 剛 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ 米澤 正喜 わんむ

濱本 典秀 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ 高橋 時春 わんむ

岩佐 武則 T・S奈良 谷 博文 ﾁ-ﾑﾌｧﾐﾘｰ

佐々木 博 ルーセント奈良 南 庸吉 TN-21

松本 洋一 ルーセント奈良 藤井 孝弘 高田ｱｰﾊﾞﾝ

西 豪紀 ルーセント奈良 豊川 吉史 TN-21

大森 弥 MTF 清水 功一 TN-21

下野 雅則 ルーセント奈良 浜 直也 TN-21

厚東 修司 香芝インドア 瀧本 純右 高田ｱｰﾊﾞﾝ

後藤 章 香芝インドア 飯野 俊一 高田ｱｰﾊﾞﾝ



伊藤 利文 高田ア-バン 竹下 秀男 F.S.P

吉村 忍 高田ア-バン 尾崎 勝彦 F.S.P

藤田 一人 秋篠 山田 勝徳 浜口PTC

今井 淳 秋篠 松本 正己 浜口PTC

山田 等 MTF 尾崎 武彦 高田ｱｰﾊﾞﾝ

森岡 保夫 MTF 岡崎 朗 高田ｱｰﾊﾞﾝ

坂元 真一 MTF 岸野 博之 高田ｱｰﾊﾞﾝ

後田 稔 MTF 加藤 則明 高田ｱｰﾊﾞﾝ

中西 明仁 AN

松岡 克弘 奈良国際

岸本 潔 MTF

高橋 正典 MTF

藤原 文雄 ﾁ-ﾑﾌｧﾐﾘｰ

山崎 昌三 ﾁ-ﾑﾌｧﾐﾘｰ

中村 朗 浜口ＰＴＣ

平井 敬人 飛鳥ｲﾝﾄﾞｱ

林 健二 IHC

新子 剛司 IHC


