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1 大塚 周平・三浦 隼人 (奈学中) 松永 裕仁・宮本 大世 (西大和) 41

2 山根 優祐・岩井 裕太 (奈学登美中) 寺田 健人・田野 雄大 (富雄中) 42

3 田中 怜亜・桶谷 和生 (西大和) 福嶋 直樹・生成 諒 (奈学中) 43

4 佐野 雅敏・藤木 直也 (東大寺) 阪本 和音・萩原 星児 (女附中) 44

5 中村 涼輔・阪本 知樹 (ﾛﾝｸﾞW) 片之坂 佑彦・岸田 詔平 (東大寺) 45

6 長谷部 史祥・中澤 廣宣 (上牧中) 芳武 佑・河田 大樹 (ﾀﾞｲﾔ･ﾔﾏﾄ) 46

7 小松 亮太・山本 一貴 (富雄中) 北岡 直也・秋山 巧士郎 (奈学登美中) 47

8 赤座 優大・松山 直史 (東大寺) 神前 圭吾・日置 健太郎 (西大和) 48

9 Bye 阿部 晃大・酒井 章紘 (東大寺) 49

10 林 亮太・淀野 貴士 (西大和) 清水 裕輝・山﨑 智貴 (郡山中) 50

11 酒井 由志・福島 僚 (東大寺) 吉川 正気・田中 誠也 (富雄中) 51

12 西 紘毅・上田 祐輝 (奈学中) 丸野 皓平・浅見 秀亮 (東大寺) 52

13 神鳥 航平・上山 恒輝 (郡山中) 的場 康平・篠原 航 (TS奈良) 53

14 石谷 洋希・冨ヶ原 隆行 (西大和) 稲垣 駿吾・中村 比呂志 (西大和) 54

15 田村 龍河・長野 景介 (富雄中) 中島 啓吾・高間 直弥 (奈学登美中) 55

16 阿部 勇太・秋元 正圭 (東大寺) 河村 洋希・徳山 英伸 (東大寺) 56

17 八木 悠太・田中 達樹 (西大和) 加来 悠人・石橋 知樹 (西大和) 57

18 井上 咲太・平田 直也 (西大和) 大原 樹・宮崎 公亮 (上牧中) 58

19 森 一郎・山陰 彰大 (奈学中) 曽我 拓実・阪上 高義 (西大和) 59

20 信木 貴文・本多 雄大 (平城高) 辰巳 修平・山本 真大朗 (奈学中) 60

21 亀井 伽人・河野 慎司 (奈学中) 金銅 大祐・向井 太一 (東大寺) 61

22 谷口 太一・熊野 順一 (上牧中) 河野 洋輔・竹吉 亮裕 (奈学中) 62

23 東田 大亮・経澤 智樹 (奈学登美中) 吉原 達哉・天目 岳志 (西大和) 63

24 中山 裕之進・南 篤 (西大和) 小嶋 俊樹・中村 友哉 (上牧中) 64

25 須波 侑大 ・佃 友貴 (東大寺) 廣藤 史・邑津 郵馬 (西大和) 65

26 秋山 円・岩崎 慎太 (東大寺) 吉川 智紀・中野 駿希 (郡山中) 66

27 清水 健太・皿田 裕樹 (西大和) 梶田 真司・藤井 恒輔 (東大寺) 67

28 福知 侑也・熊田 博斗 (西大和) 紫藤 健太・堀内 怜人 (女附中) 68

29 西 龍哉・永澤 和真 (富雄中) 保田 財・小柴 陽平 (西大和) 69

30 寺嶋 剛史・西尾 彰将 (ﾀﾞｲﾔ) 田村 一正・井水 理寛 (香ｲﾝ/TGK) 70

31 宍倉 莉央・辻本 和輝 (奈学中) 武田 渉・石橋 祐也 (富雄中) 71

32 佐藤 奨・林 将也 (女附中) 成瀬 元紀・内山 純貴 (奈学登美中) 72

33 村瀬 聖南・中島 敏 (西大和) 上平 健太郎・鍵 昌弘 (西大和) 73

34 山田 涼介・田中 健太 (富雄中) 長沢 涼介・高木 雅史 (西大和) 74

35 倉員 淳志・鈴木 秀平 (西大和) 井上 彰・若井 裕太郎 (奈学中) 75

36 板原 多勇・赤羽 英人 (奈学登美中) 安井 達哉・出口 裕馬 (西大和) 76

37 琴 貴弘・森脇 寛 (西大和) 福村 翼・山村 栄一郎 (奈学中) 77

38 堅田 康太・松田 悠史 (郡山中) 藪井 雅彦・石川 聖 (郡山中) 78

39 杉田 賢哉・平谷 裕一 (上牧中) 尾﨑 活太・福西 史登 (上牧中) 79

40 岡田 真之・村田 祐哉 (東大寺) 村田 圭吾・寺田 匠吾 (東大寺) 80


