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決勝

準決勝

河野 元輝 宮本 和昌
永尾 翔一 木本 耀介

近藤 汰一 樫谷 俊一郎
秦 弘輝 64 W.O 進藤 奨悟

塚本 泰樹 中村 蓮
稲垣 大地 60 62 63 63 東 勇太

中畑 慶吾 堀 隼吾
西村 隼 62 61 岡本 紘治

澤井 悠記 松本 直也
石井 健太 62 61 上綱 駿斗

髙橋 光理 和氣 尊寛
児玉 天馬 63 76（5） 奥村 颯人

松田 学 61 76(5) 筒井 健太

宗友 郁皓 61 63 中西 巧起

南谷 航成 梅村和史
村田 健太 64 西崎 大陽

大村 直輝

75 62 髙杉 洸

佐藤 駿 吉田 怜恩
吉村 颯太 上田 航大

下枝  拓馬 有野 公人
奥岡 翔 63 61 吉田 壮恭

辻村 壮真 七井 亮河
谷 徳将 60 62 吉川 佳汰

庄 夏希 木村 海翔
朝川 祐樹 61 62 渡辺 歩夢

渡辺 洲平 與倉 博夢
中村 陽斗 W.O 61 目崎 智哉

外山 泰晴 鴻池 崚
堀越 遥人 60 62 豆原 蓮斗

上田 澪 鶴谷 謙斗
長尾 空 W.O 63 梅﨑 雅人

松浦 大知 森脇 康介
辻野 紘汰 62 62 田端 大資

鈴木 夢羽 村田 大和
岡橋 弥真人 62 62 藤江 将太郎

太田 航暉 山本 徹哉
森下 奏 76（2） 62 山田 祐揮

森田 諒士 北 慎之介
高元 友湧 井學 克基

2 (西大和) 22 (奈良登美)

[1] 1 (平城) [9～12] 21 (平城)
6-4

4 (帝塚山) 24 (帝塚山)

3 (奈良) 23 (橿原学院)

6 (天理) 26 (西大和)

5 (高取国際) 25 (奈良)

8 (登美ヶ丘) 28 (奈良育英)

7 (西の京) 27 (奈良学)

(天理)

10 (生駒) 30 (高取国際)

9 BYE (BYE) 29

12 (奈良登美) 32 (高円)

11 (奈良) 31 (西大和)

14 (天理教校) 34 (生駒)

13 (生駒) 33 (王寺工)

16 (一条) 36 (高取国際)

15 (奈良学) 35 (西の京)

18 (高取国際) 38 (登美ヶ丘)

17 (女子大附) 37 (奈良)

[13～16] 20 (西和清陵) [5～8] 40 (女子大附)

19 (西大和) 39 (一条)

大村・中村
河野・永尾

大村・中村

6-2,7-5

6-4

6-2

河野・永尾

石田・吉田

乾・坂江

優勝

河野・永尾
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川端 爽太 松本 羽留久
農本 翼 61 62 北島  一樹

門坂 佑真 馬出 翔大
前原 郁也 61 61 辻 悠斗

白井 皐矢 葉山 茂器
的場 悠将 60 60 光武 稜生

堀内 駒来 原田 草太
浦久保 翔也 60 60 W.O 前田 僚大

溝口 朔弥 62 川上 空
脇田 熙 60 山本 龍昇

中村 宥翔 竹下 然
松村 颯馬 62 吉村 和真

畠 大基 山下 諒人

山本 隼輔 60 61 田村 竜也

横峯 諒人 阪口 優斗

田中 千皓 60 和田 啓太郎

竹花 大翔

75 75 中﨑 涼太

藤原 壱成 64 60 小林 諒大
戌亥 哲生 加藤 貴彬

水間 荘樹 駒居 輝哉
森田 有哉 75 63 石渡 千紘

高原 弘典

寺本 克太 62

川向 宇瞳 澁井 太陽
中田 智大 61 63 岡橋 秀樹

大宮 陸 宮本 直毅
玉川 太陽 75 64 中北 敦也

藤田 琢央 速水 勇文
貴治 大翔 64 61 杉田 寛治

柳楽 真冬 濵岡 輝
持田 温人 75 76（2） 加藤 健人

岩谷 治郎 東田 真宙
山下 知哉 60 60 杉本 麗樹

田中 駿一 岡田 豊樹
矢野 颯太 63 76(4) 鈴木 陽向

山村 鉄馬 櫻井 拓実
木場 隆介 63 61 土田 柊

橋本 理有 石田 舜
佐藤 圭翼 吉田 啓人

42 (西大和) 62 (西の京)

[5～8] 41 (ダイヤ) [13～16] 61 (奈良)
6-4

44 (一条) 64 (生駒)

43 (平城) 63 (西大和)

46 (奈良学) 66 (橿原学院)

45 (高取国際) 65 (帝塚山)

48 (奈良) 68 (高円)

47 (青翔) 67 (奈良)

51 (西の京) 71 (王寺工)

(高取国際)

50 (生駒) 70 (西大和)

49 BYE (BYE) 69

54 (奈良登美) 74 (奈良)

(BYE)

53 (高取国際) 73 (女子大附)

52 (帝塚山) 72 BYE

56 (磯城野) 76 (奈良登美)

55 (西大和) 75 (天理)

58 (奈良) 78 (生駒)

57 (天理) 77 (西大和)

[9～12] 60 (登美ヶ丘) [3～4] 80 (東大寺)

59 (女子大附) 79 (平城)

石田・吉田
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乾 輝大 (ダイヤ) 紀伊 祐介 (西和清陵)

坂江 天龍 (奈良育英) 61 61 平田 泰規 (磯城野)

八木 俊丞 大田 琉偉
塩田 晃大 63 64 中島 崇仁

川﨑 康生 片山 直道
倉橋 拓也 61 63 岩田 雄也

中條 輝 湯地 健斗
松岡 翔太 60 64 吉次 諄紘

岩谷 昂兵 竹中 郁陽
山中 涼介 60 76（3） 武野 司

井形 峻伍 藤井 柊斗
吉元 裕貴 64 62 金澤 昂大

西尾 治雄 木村 健人

岡 喜樹 64 61 谷辺 健太郎

仲村 創達 重岡 良尚

木村 駿太 64 髙田 一樹

乾 玲央希

60 62 中岡 良太

八島 海斗 61 76（5） 宮﨑 大亮
中嶋 瞬汰 西浦 元

嶋本 澄瞳 山野 悠樹
梛木 陸斗 60 63 佐々木 太朗

鷲 亮汰 小島 照貴

三枝 朔也 64 62 山上 遥久

大隅 創満 久保 魁聖
石黒 翔太 63 64 山田 遥登

長瀬 史聖 村井 友希哉
小林 優斗 60 W.O 松井 聖之介

笠作 星遠 板垣 孟瑠
樋口 保之 63 62 宮川 航輔

植田 匠 水野 皓太
榎本 悠斗 62 62 篠原 大空

草田 真生 森山 穂貴
岩崎 礎良 61 60 63 山口 大翔

地村 悠紀 大石  涼太
清水 大 63 60 神田  隼佑

水戸 信之介 北川 譲一
辻 脩歩 76（4） 山本 純平

中谷 航大 藤森 敬
藪内 悠登 岡村圭一郎

[3～4] 81 [9～12] 101

82 (奈良) 102

84 (橿原学院) 104 (女子大附)

(奈良)

83 (西大和) 103 (天理)

86 (生駒) 106 (平城)

85 (高取国際) 105 (生駒)

88 (一条) 108 (御所実)

87 (天理) 107 (西大和)

(高取国際)

90 (高円) 110 (奈良情報商)

89 BYE (BYE) 109

92 (王寺工) 112 (生駒)

91 (西の京) 111 (奈良)

94 (西大和) 114 (一条)

93 (帝塚山) 113 (西の京)

96 (奈良) 116 (高取国際)

95 (登美ヶ丘) 115 (奈良登美)

98 (奈良登美) 118 (奈良)

97 (生駒) 117 (西大和)

[13～16] 100 (女子大附) [5～8] 120 (奈良学)

99 (平城) 119 (帝塚山)

乾・坂江
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田中 幹人 (平城) 薮野 陽音

蓮見 友羽 (ダイヤ) 61 村岡 樹

村田 彪芽 三鬼 貴大
奥村 太貴 64 62 和田 理喜

小林 優斗 62 川畑 明日翔
村山 遼馬 60 61 今戸 龍也

山本 康太 田代 飛羽
細川 尚也 61 60 上村 思温

黒田 幸汰 中村 春輝
中畔 啓太 61 76（1） 長田 知大

西村 明展 中世 大雄
西岡 隆哉 62 60 増田 拓記

喜多 瑛冬 土山 晃輝

藤原  健信 63 63 森田 樹

近藤 明人 高田 滉斗
北出 大夏 61 75 川越 拓

岡田 将尚 楳田 大空
五所 功有 62 61 栗平 遼

松本 亮 62 W.O 森花 祥大
徳重 匠一 一ノ瀬 祐輝

森 悠介 佐伯 鴻介
大湾 基平 63 64 森村 亮太

福井 洸聖
前田 貴弘 63

大西 慧信 田中 駿介
横山 輝 75 63 網島 有人

岡部 光汰 松江 泰志
古川 敬也 62 75 野口 大陽

丸山 幸聖 上田 怜昂
出石 輝 63 61 藤本 惇也

別府 優也 宮脇 陸
堀内 颯太 63 63 小林 駿十

城 海斗 松本 大毅
鷺阪 祥平 62 62 62 黒田 和希

日山 拓海 芥川 皓音
北村 賢登 60 60 緒方 茂生

辻村 昂紀 山口 優悟
山森 暖 76（6） 高井田 悠歩

片岡 奏真 大村 泰生
山上 郁也 中村 魁

(天理教校)

123 (奈良) 143 (西の京)

[5～8] 121 [13～16] 141 (東大寺)

122 (生駒) 142

125 (一条) 145 (奈良)

124 (高円) 144 (高取国際)

127 (西の京) 147 (女子大附)

126 (西大和) 146 (西大和)

(奈良登美) 149 (一条)

128 (天理) 148 (高円)

151 (奈良)

130 (高取国際) 150 (生駒)

154 (西大和)

(BYE)

133 (大淀) 153 (登美ヶ丘)

132 (奈良) 152 BYE

156 (磯城野)

135 (王寺工) 155 (帝塚山)

158 (平城)

137 (西の京) 157 (女子大附)

[2] 160 (奈良学)

139 (平城) 159 (奈良育英)

大村・中村
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[9～12] 140 (高取国際)

138 (女子大附)

136 (生駒)

134 (西大和)

131 (帝塚山)

129


