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矢部 光 YELL TA 狩野 好彰 IHC

苧木 健司 TN-21 中村 隆文 学園前INS

坂田 郁夫 ベアーズ 内田 悠太 畿央大学

太田 啓一 TS奈良 楠瀬 貴久 畿央大学

松尾 征一郎 ルーセント奈良 寺田 慎 畿央大学

木俣 健 わんむ 伊藤 儒生 畿央大学

西村 厚祐 わんむ 長田 圭史 ユニークSTA

岸田 直也 F.T.C 原田 直也 F.T.C

塩谷 誠志 F.T.C 秋井 一輝 F.T.C

平野 裕大 F.T.C 和田 龍樹 F.T.C

藤田 煕 F.T.C 足立 卓也 TN-21

明城 純一 ＴＳ奈良 内本 雅喜 TN-21

横山 直紀 TN-21 山岡 源 TN-21

西林 雅明 TN-21 片平 尭之 シャープ

福居 直樹 シャープ 大塚 千宏 シャープ

藤井 暢人 シャープ 川原 尚 シャープ

橋本 浩至 南都銀行 田中 浩二 ヒラノテクシ-ド

黒木 紳太郎 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ 松岡 雄大 ヒラノテクシ-ド

枡田 翔太 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙ 小倉 彬豊 ヒラノテクシ-ド

亀田 和也 BOSS 福西 淳司 飛鳥インドア

守山 善郎 TS奈良 寺村 誠司 ルーセント奈良

松本 光平 ルーセント奈良 秋本 諭 ルーセント奈良

荒堀 竜喜 ルーセント奈良 八幡 泰樹 F.S.P

吉岡 建輝 ルーセント奈良 岡田 佳 YELL TA

八幡 泰樹 F.S.P 青戸 大志 富雄中学

出原 義洋 ｱﾝﾋﾞｼｬｽ 高井田 悠歩 YELL TA

西垣 毅優 TS奈良 戸田 和希 YELL TA

中園 康平 TS奈良 山下 修平 奈良学園

進士 優一 YELL TA 香川 千洋 MSS橿原

高井田 輝拓 YELL TA 金井 隆弘 上牧町L

森本 達大 YELL TA 土川 玲誠 上牧町L

貴田 裕介 YELL TA 野々口 裕三 ジェイテクト

佐藤 創太 YELL TA 香川 弘毅 ジェイテクト

佐藤 薫 YELL TA 畑中 寛之 ジー・オー

津田 泰希 YELL TA 村橋 広剛 ジー・オー

仲村 元輝 YELL TA 川端 正浩 IHC

中園 康太 NGTC 津崎 航平 TGK

緒方 昂一 コスパあやめ池 谷口 健人 ダイヤ学園前



青木 康司 ＴＳ奈良 山門 祐輝 ダイヤ学園前

佐々木 達郎 帝塚山 川端 恵大郎 ジー・オー

岡嶋 秀器 ダイヤ学園前 板井 正宏 MTF

野村 浩平 ダイヤ学園前 奥村 雅俊 MTF

前田 将吾 ユニークSTA 植田 康徳 MTF

山門大輝 ダイヤ学園前 金澤 友祐 チ-ムファミリ-

黒田 壮悟 ユニークSTA 大野 拓磨 TS奈良

島田 真吾 DearFriends

24組 野村 和正 DearFriends

苧木 健司 TN-21

東村 毎輝 TN-21 34組

木俣 健 わんむT.T 和田 龍樹 F.T.C

西村 厚祐 わんむT.T 原田 直也 F.T.C

和田 龍樹 F.T.C 藤田 煕 F.T.C

原田 直也 F.T.C 光田 匠 榛原G

岸田 直也 F.T.C 樫原 慧 ユニークSTA

塩谷 誠志 F.T.C 吉川 真太郎 平城高校

平野 裕大 F.T.C 内田 悠太 畿央大学

藤田 煕 F.T.C 楠瀬 貴久 畿央大学

横山 直紀 TN-21 黒田 壮悟 ユニークSTA

西林 雅明 TN-21 長田 圭史 ユニークSTA

山尾 昌輝 TN-21 水田 大輔 ＭＴＰ学R

小林 雅人 奈良医大 松岡 健太 ＭＴＰ学R

福居 直樹 シャープ 北川 翔大 BOSS

藤井 暢人 シャープ 坂本 圭佑 BOSS

今河 亮 YELL TA 上野 雅史 シャープ

進士 優一 YELL TA 片平 尭之 シャープ

貴田 裕介 YELL TA 山本 鉄二 シャープ

津田 泰希 YELL TA 渡辺 龍太郎 シャープ

廣瀬 翼 YELL TA 神崎 庸輔 シャープ

杦山 太志 ハードボール 安藤 裕之 シャープ

佐藤 薫 YELL TA 小倉 彬豊 ヒラノテクシ-ド

東 篤志 ダイヤ学園前 田中 浩二 ヒラノテクシ-ド

黒木 紳太郎 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙﾃﾆｽ 松岡 雄大 ヒラノテクシ-ド

中園 康太 NGTC 田中 啓介 MTF

井口 航輝 ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾙﾃﾆｽ 齊藤 賢一 ヒラノテクシ-ド

中尾 亮太 YELL TA 吉岡 寛哉 ヒラノテクシ-ド

亀田 和也 BOSS 長嶋 広幸 ヒラノテクシ-ド

原田 隆甫 BOSS 池本 寿清 ヒラノテクシ-ド

守山 善郎 TS奈良 田原 宏樹 LLKTC



藤井 雅之 TS奈良 小出 祐平 LLKTC

荒堀 竜喜 ルーセント奈良 稲津 勇希 平城高校

吉岡 建輝 ルーセント奈良 岡山 優亮 ルーセント奈良

松本 光平 ルーセント奈良 寺田 慎 畿央大学

昇 優利 ルーセント奈良 伊藤 儒生 畿央大学

西垣 毅優 TS奈良 岸本 和也 MTF

中園 康平 TS奈良 内山 浩一 ルーセント奈良

南 武志 MTF 太野垣 成人 ルーセント奈良

岩田 卓馬 MTF 寺村 誠司 ルーセント奈良

中 公宏 新庄 鈴木 寛 ルーセント奈良

堀田 晋也 新庄 平井 明宏 ルーセント奈良

浅井 悠志 チ-ムファミリー 戸田 和希 YELL TA

窪ノ内 悠志 ＴＳ奈良 守屋 翔 TGK

佐々木 達郎 帝塚山 岡田 佳 YELL TA

中村 協太 奈良学園高校 堀口 知秀 YELL TA

野村 浩平 ダイヤ学園前 八幡 泰樹 F.S.P

岡嶋 秀器 ダイヤ学園前 磯山 健一 平安京

金井 隆弘 上牧町L

土川 玲誠 上牧町L

野々口 裕三 ジェイテクト

香川 弘毅 ジェイテクト

村橋 広剛 ジー・オー

西田 智哉 ジー・オー

山門 祐輝 ダイヤ学園前

谷口 健人 ダイヤ学園前

辻本 誠 新庄

河合 康輔 新庄

日下 司郎 MTF

板井 正宏 MTF

植田 康徳 MTF

奥村 雅俊 MTF

奥井 太一 ジー・オー

川端 恵大郎 ジー・オー

中 公宏 新庄

堀田 晋也 新庄

中村 洸太 TS奈良

明城 純一 TS奈良

小野 雅史 DearFriends

安井 和哉 DearFriends


