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７位決定戦（ﾀｲﾌﾞﾚｰｸ）

辻本 和輝・山本 真大朗 (奈学中) 42

見木 青・吉村 英朗 (女附中) 73

西村 厚祐・平川 大樹 (ﾀﾞｲﾔ) 63

見木 青・吉村 英朗 (女附中) 73

21

42

河田 大樹・西尾 彰将 (Tﾔﾏﾄ･女附)

辻本 和輝・山本 真大朗 (奈学中)

1 神谷 佳・服部 稜 (ﾀﾞｲﾔ)

43 松永 裕仁・宮本 大世 (西大和)

(奈学中) 84

84

寺嶋 芳武

22

３位決定戦 ５～８位決定戦（ｼｮｰﾄｾｯﾄ ﾉｰｱﾄﾞ）

貝塚 達哉・山村 雄司 (富雄中) 83

42 辻本 和輝・山本 真大朗 (奈学中) 亀井 伽人・河野 慎司

41 横山 貴久・天野 佑亮 (富雄中)

81

40 神前 圭吾・井谷 慧 (西大和) 宮園 侑門・兼山 凱 (西大和) 82

(奈学登美中) 80

39 秋武 和秀・田村 和也 (女附中) 野呂 直也・南 知希 (女附中)

山根 佑介・後藤 旭 (富雄中) 79

38 岡本 貴洋・黒田 涼太 (富雄中) 北西 光紀・経澤 智樹

37 北岡 直也・秋山 巧士郎 (奈学登美中)

77

36 Bye Bye 78

(西大和) 76

35 岡橋 雅弥・米塚 靖浩 (奈学中) 河野 洋輔・生成 諒 (奈学中)

上原 佑介・山根 悠太郎 (東大寺) 75

34 森本 健斗・桐山 拓也 (富雄中) 福知 侑也・熊田 博斗

33 矢倉 和真・近藤 光司 (西大和)

73

32 坂元 竜馬・山﨑 裕斗 (東大寺) 田村 一正・井水 理寛 (香ｲﾝ･ﾌﾘｰ) 74

(奈学登美中) 72

31 田中 誠也・武田 渉 (富雄中) 見木 青・吉村 英朗 (女附中)

市田 悠真・田畑 佑 (富雄中) 71

30 深川 韻・林 泰輝 (女附中) 寺田 廉・稲田 好佑

29 伊藤 駿・今村 悠人 (東大寺)

69

28 山中 智貴・藤江 祐太 (奈学中) 生野 優輝・吉本 達也 (県ろう) 70

(西大和) 68

27 倉員 淳志・鈴木 秀平 (西大和) 中山 裕之進・稲垣 駿吾 (西大和)

光田 優・綾井 康平 (富雄中) 67

26 坂本 純一・滝澤 宙 (ｺｽﾊﾟあやめ池) 早川 晋平・廣瀨 赳夫

25 吉田 隼人・松本 尚大 (富雄中)

65

24 高橋 英暉・長沢 涼介 (西大和) 法師山 穣・大久 一樹 (東大寺) 66

(奈学中) 64

23 木下 英尊・山平 陽亮 (奈学登美中) 筒井 智仁・唐崎 雅矢 (郡山中)

西村 厚祐・平川 大樹 (ﾀﾞｲﾔ) 63

22 寺嶋 剛史・芳武 佑 (ﾀﾞｲﾔ) 藤田 陸斗・渡瀬 遣太

21 河田 大樹・西尾 彰将 (Tﾔﾏﾄ･女附)

61

20 菅原 大輔・日置 健太郎 (西大和) 八木 俊太・佐藤 一真 (富雄中) 62

(東大寺) 60

19 川本 澪士・松丸 宇宙 (富雄中) 川村 玲於奈・早見 優哉 (奈学登美中)

安井 達哉・出口 裕馬 (西大和) 59

18 安田 蓮・中津 裕貴 (女附･東大) 森 海渡・岩本 真一

17 秋山 勝紀・八伏 克憲 (奈学登美中)

57

16 齋藤 雄大・若林 祐希 (東大寺) 大橋 晟正・阪本 和音 (女附中) 58

(奈学登美中) 56

15 瀬尾 拓稀・大西 康太 (奈学中) 太田 寛人・龍見 大貴 (富雄中)

垣内 俊祐・尾川 翔太 (西大和) 55

14 藤原 裕一・竹川 遊大 (富雄中) 山根 優祐・岩井 裕太

13 清水 登大・新美 諒 (西大和)

53

12 井森 亮太・萩原 星児 (女附中) 森 一朗・宍倉 莉央 (奈学中) 54

(西大和) 52

11 紫藤 健太・堀内 怜人 (女附中) 福嶋 直樹・山村 栄一郎 (奈学中)

澤田 有司・佐藤 弘尚 (富雄中) 51

10 Bye 久保田 尚貴・浅野 真輝

9 福村 翼・栗岡 洋大 (奈学中)

49

8 濱田 淳史・弘津 直樹 (富雄中) 山本 侑資・上田 雄大 (女附中) 50

(香芝ｲﾝ) 48

7 Bye Bye

辻 怜央・栁田 陽平 (奈学中) 47

6 成瀬 元紀・内山 純貴 (奈学登美中) 下元 悠我・藤本 健紘

5 中村 比呂志・南 篤 (西大和)

45

4 森田 雄樹・川村 元喜 (郡山中) 島川 颯・岩坪 健太 (富雄中) 46

(奈学登美中) 44

3 中澤 将大・村田 塁 (奈学中) 杉村 凌・三浦 有貴 (郡山中)

松永 裕仁・宮本 大世 (西大和) 43

2 木村 英徳・亀井 敬介 (富雄中) 大西 遼・岩切 雄飛

1 神谷 佳・服部 稜 (ﾀﾞｲﾔ)


