
1 佐生�清 （シャープ） 一般男子B級シングルス 74

2 bye 佐生82 2012年

3 柏木隆宏 （学R)

4 bye 佐生83

5 山尾昌輝 （TN21)

6 bye

7 安藤裕之 （シャープ） 山尾80

8 bye 佐生85

9 山本浩司 （木曜ク） 信木孝97

10 信木孝太 （オークタウン） 井上98(5)

11 井上慎治 （秋篠川）

12 bye

13 長岡良樹 （コスパあやめ池） 川越83

14 bye

15 bye 川越86

16 川越正嗣 （ジーオー） 情島80

17 坂本浩之 （秋篠）

18 bye 塩崎WO

19 塩崎真人 （シャープ）

20 bye 板井84

21 板井正宏 （TN21) 板井82

22 松川�徹 （わんむ）

23 鎌田健一 （奈良国） 板井WO

24 bye

25 黄�正一 （TN21) 情島83

26 bye 黄WO

27 梼原�將 （シャープ）

28 bye

29 戸田征秀 （学ローズ） 情島80

30 bye

31 bye 情島83

32 情島一馬 （わんむ）



33 貝原達也 (上牧L)

34 bye 貝原80

35 井内�大 （コスパあやめ池） 貝原83

36 bye 貝原82

37 山下託嗣 （TS奈良）

38 bye

39 森島慎一 （シャープ） 森島97

40 bye 貝原84

41 片平堯之 （シャープ） 吉村84

42 吉村祐哉 (新庄) 吉村85

43 瀧本弘樹 (FSP)

44 bye

45 村田圭吾 （TS奈良） 吉村85

46 bye

47 bye 福97

48 福�隼人 （平城高） 貝原83

49 禮場幸彦 （学R)

50 bye 窪之内WO

51 窪之内悠志 （TS奈良）

52 bye 窪之内86

53 川原�尚 （シャープ） 豊田80

54 豊田俊資 （TN21)

55 横山直紀 （TGK) 豊田83

56 bye

57 畑谷昌告 （学R) 中山97

58 bye 中山83

59 中山博之 （わんむ）

60 bye

61 井水崇寛 （平城高） 中山82

62 bye

63 bye 川端86 貝原82

64 川端正浩 （IHC)



65 森川兼臣 （カネマル）

66 bye 長谷川81

67 長谷川拓哉 （TS奈良）

68 bye 市丸82

69 市丸勝之 （オークタウン） 市丸WO

70 原　大輔 （飛鳥イン）

71 藤田敏之 （シャープ） 市丸84

72 bye 市丸WO

73 堂地剛司 （平城高） 堂地86

74 河井隆一郎 （ルーセント） 堂地85

75 久保田善裕 (FSP)

76 bye

77 坂元真一 （MTF) 坂元83

78 bye

79 bye 坂元84

80 堀田晋也 (新庄) 市丸84

81 築地智行 （シャープ）

82 bye 河井84

83 河井克至 （学R)

84 bye 河井84

85 三島圭太郎 （学ローズ） 三島86

86 市丸順也 （オークタウン）

87 金井隆弘 （上牧L) 金井82

88 bye

89 豊川吉史 （TN21) 大馬崎84

90 bye 豊川82

91 灰岡裕太郎 （奈良国）

92 bye

93 冨士野彰宏 （ルーセント） 大馬崎84

94 bye

95 bye 大馬崎81

96 大馬崎友彦 （飛鳥イン）



97 瀬下正道 （コスパあやめ池）

98 bye 瀬下86

99 守山善郎 （TS奈良） 上野86

100 bye 西村83

101 西村信彦 （FSP) 西村97

102 脇　清輝 （ハードボール）

103 大橋　慶 （シャープ） 西村82

104 bye 上野97

105 信木貴文 （平城高） 信木貴83

106 野田吉宗 （シャープ） 信木貴81

107 蔵元康太 （TS奈良）

108 bye

109 花松宏輔 （TS奈良） 上野85

110 bye

111 bye 上野83

112 上野雅史 （シャープ） 上野83

113 米田雅樹 （シャープ）

114 bye 荒井84

115 荒井健太郎 （ルーセント）

116 bye 荒井86

117 瀬戸口智昭 （わんむ） 瀬戸口84

118 中村一世 （シャープ）

119 木村隆良 （学R) 瀬戸口86

120 bye

121 岡崎全利 （わんむ） 荒井WO

122 bye 　 岡崎84

123 玉川亮馬

124 bye

125 小泉雄吏 (TN21) 岡崎85

126 bye

127 bye 大塚86

128 大塚千宏 （シャープ）


