
永田永田永田永田

63636363
木下木下木下木下 永田永田永田永田

63636363 61616161
福島福島福島福島 秋田秋田秋田秋田

62626262 63636363
木下木下木下木下 永田永田永田永田

63636363 60606060
古井古井古井古井 富永富永富永富永

75757575 64646464
福盛福盛福盛福盛 嶋瀬嶋瀬嶋瀬嶋瀬

60606060 63636363
福盛福盛福盛福盛 嶋瀬嶋瀬嶋瀬嶋瀬

61616161 62626262
木下木下木下木下 永田永田永田永田

76767676 43434343
三谷三谷三谷三谷 (3)(3)(3)(3) NSNSNSNS 岡本岡本岡本岡本

64646464 61616161
三谷三谷三谷三谷 小関小関小関小関

64646464 64646464
四四四四ッッッッ谷谷谷谷 小関小関小関小関

76767676 75757575
(5)(5)(5)(5) 古田古田古田古田 二塚二塚二塚二塚

61616161 61616161
中山中山中山中山 伊勢伊勢伊勢伊勢

62626262 61616161
古田古田古田古田 二塚二塚二塚二塚

61616161 62626262
古田古田古田古田

63636363
木下木下木下木下 能勢能勢能勢能勢

61616161 62626262
東東東東
60606060

西澤西澤西澤西澤 東東東東
62626262 63636363

依田依田依田依田 小林小林小林小林

64646464 63636363
西澤西澤西澤西澤 能勢能勢能勢能勢

63636363 62626262
高田高田高田高田 中村中村中村中村

64646464 64646464
斉藤斉藤斉藤斉藤 能勢能勢能勢能勢

64646464 64646464
斉藤斉藤斉藤斉藤 能勢能勢能勢能勢

61616161 60606060
西澤西澤西澤西澤 能勢能勢能勢能勢

63636363 64646464
寺尾寺尾寺尾寺尾 西岡西岡西岡西岡

61616161 63636363
寺尾寺尾寺尾寺尾 西岡西岡西岡西岡

63636363 62626262
田中田中田中田中 田中田中田中田中

75757575 64646464
寺尾寺尾寺尾寺尾 中山中山中山中山

62626262 60606060
東東東東 西村西村西村西村

62626262 62626262
香川香川香川香川 中山中山中山中山

62626262 75757575
木村木村木村木村

63636363

18181818BSBSBSBS　　　　シードシードシードシード順位順位順位順位

　　　　　　　　③ ③ ③ ③ 二塚二塚二塚二塚　　　　智之智之智之智之((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高))))高高高高２２２２ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ 古田古田古田古田　　　　啓悟啓悟啓悟啓悟((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高２２２２ 　　　　⑪ ⑪ ⑪ ⑪ 山本山本山本山本　　　　眞司眞司眞司眞司((((山城高山城高山城高山城高))))高高高高１１１１ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ 斉藤斉藤斉藤斉藤　　　　敦煕敦煕敦煕敦煕((((大原野中大原野中大原野中大原野中))))中中中中２２２２
　　　　　　　　② ② ② ② 中山裕一郎中山裕一郎中山裕一郎中山裕一郎((((山城高山城高山城高山城高))))高高高高２２２２ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 香川香川香川香川　　　　佳之佳之佳之佳之((((南陽高南陽高南陽高南陽高))))高高高高１１１１ 　　　　⑨ ⑨ ⑨ ⑨ 三谷三谷三谷三谷　　　　全哉全哉全哉全哉((((西京高西京高西京高西京高))))高高高高２２２２ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ 岡本岡本岡本岡本　　　　　　　　丈丈丈丈((((向陽高向陽高向陽高向陽高))))高高高高１１１１

　　　　　　　　④ ④ ④ ④ 西澤西澤西澤西澤　　　　勇太勇太勇太勇太((((西京高西京高西京高西京高))))高高高高２２２２ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ 東東東東　　　　　　　　宏樹宏樹宏樹宏樹((((東稜高東稜高東稜高東稜高))))高高高高２２２２ 　　　　⑫ ⑫ ⑫ ⑫ 寺尾寺尾寺尾寺尾　　　　紘輝紘輝紘輝紘輝((((長岡中長岡中長岡中長岡中))))中中中中２２２２ ⑯ ⑯ ⑯ ⑯ 福盛福盛福盛福盛　　　　武留武留武留武留((((久世中久世中久世中久世中))))中中中中２２２２

＊＊＊＊本戦出場者本戦出場者本戦出場者本戦出場者はははは、、、、受付終了後受付終了後受付終了後受付終了後、、、、ドロードロードロードロー抽選抽選抽選抽選をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
＊＊＊＊本戦本戦本戦本戦にににに欠席者欠席者欠席者欠席者がががが出出出出たたたた場合場合場合場合ははははｼｰﾄｼｰﾄｼｰﾄｼｰﾄﾞ゙゙゙選手選手選手選手のののの順位順位順位順位にににに従従従従ってってってって１１１１ＲＲＲＲのののの相手相手相手相手ををををBYEBYEBYEBYEとしますとしますとしますとします。。。。

シードシードシードシード妥当率妥当率妥当率妥当率　　　　69696969....2222%%%%

　　　　　　　　① ① ① ① 木下木下木下木下　　　　卓海卓海卓海卓海((((洛西洛西洛西洛西))))高高高高１１１１ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 永田永田永田永田　　　　寿輝寿輝寿輝寿輝((((両洋高両洋高両洋高両洋高))))高高高高１１１１ 　　　　⑨ ⑨ ⑨ ⑨ 能勢能勢能勢能勢　　　　拓馬拓馬拓馬拓馬((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高２２２２ ⑬ ⑬ ⑬ ⑬ 嶋瀬優一郎嶋瀬優一郎嶋瀬優一郎嶋瀬優一郎((((山城高山城高山城高山城高))))高高高高２２２２

②②②②

31313131 木村木村木村木村　　　　亮介亮介亮介亮介 ((((西乙訓高西乙訓高西乙訓高西乙訓高)))) ((((高高高高１１１１)))) 63636363ＢＹＥＢＹＥＢＹＥＢＹＥ

⑤⑤⑤⑤～～～～⑥⑥⑥⑥ 32323232 香川香川香川香川　　　　佳之佳之佳之佳之 ((((南陽高南陽高南陽高南陽高)))) ((((高高高高１１１１)))) 中山裕一郎中山裕一郎中山裕一郎中山裕一郎 ((((山城高山城高山城高山城高)))) ((((高高高高２２２２)))) 64646464

29292929 荒尾荒尾荒尾荒尾　　　　凌生凌生凌生凌生 ((((桂高桂高桂高桂高)))) ((((高高高高１１１１)))) 井上井上井上井上　　　　卓士卓士卓士卓士 ((((東稜高東稜高東稜高東稜高)))) ((((高高高高２２２２)))) 61616161

30303030 東東東東　　　　　　　　拓明拓明拓明拓明 ((((南陽高南陽高南陽高南陽高)))) ((((高高高高１１１１)))) 西村祐布哉西村祐布哉西村祐布哉西村祐布哉 ((((南陽高南陽高南陽高南陽高)))) ((((高高高高１１１１)))) 62626262

60606060

27272727 田中田中田中田中　　　　慎一慎一慎一慎一 ((((東稜高東稜高東稜高東稜高)))) ((((高高高高２２２２)))) 木下木下木下木下　　　　誠也誠也誠也誠也 ((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高)))) ((((高高高高２２２２))))

((((高高高高２２２２)))) 田中田中田中田中　　　　崇人崇人崇人崇人 ((((西乙訓高西乙訓高西乙訓高西乙訓高)))) ((((高高高高２２２２))))28282828 西川西川西川西川　　　　智貴智貴智貴智貴 ((((京都京都京都京都すばるすばるすばるすばる高高高高))))

((((高高高高２２２２)))) 小関小関小関小関　　　　喬平喬平喬平喬平 ((((東稜高東稜高東稜高東稜高))))

59595959

二塚二塚二塚二塚　　　　智之智之智之智之 ((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高)))) ((((高高高高２２２２))))

((((高高高高２２２２))))

57575757

11111111 四四四四ッッッッ谷勇介谷勇介谷勇介谷勇介 ((((桂高桂高桂高桂高))))

12121212 白石良太郎白石良太郎白石良太郎白石良太郎 ((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高))))

⑮⑮⑮⑮

26262626 村上村上村上村上　　　　龍一龍一龍一龍一

ＢＹＥＢＹＥＢＹＥＢＹＥ

17171717 西澤西澤西澤西澤　　　　勇太勇太勇太勇太 ((((西京高西京高西京高西京高)))) ((((高高高高２２２２))))

((((高高高高１１１１))))

((((京都京都京都京都すばるすばるすばるすばる高高高高)))) ((((高高高高２２２２)))) 山崎山崎山崎山崎　　　　　　　　響響響響 ((((西京高西京高西京高西京高)))) ((((高高高高２２２２)))) 58585858

⑪⑪⑪⑪～～～～⑫⑫⑫⑫ 25252525 寺尾寺尾寺尾寺尾　　　　紘輝紘輝紘輝紘輝 ((((長岡中長岡中長岡中長岡中)))) ((((中中中中２２２２)))) 西岡西岡西岡西岡　　　　篤史篤史篤史篤史 ((((西京高西京高西京高西京高)))) ((((高高高高２２２２))))

⑨⑨⑨⑨～～～～⑩⑩⑩⑩

23232323 畑畑畑畑　　　　　　　　拓実拓実拓実拓実 ((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高)))) ((((高高高高２２２２)))) 石津石津石津石津　　　　裕嗣裕嗣裕嗣裕嗣 ((((乙訓高乙訓高乙訓高乙訓高)))) ((((高高高高２２２２)))) 55555555

⑬⑬⑬⑬～～～～⑭⑭⑭⑭ 24242424 斉藤斉藤斉藤斉藤　　　　敦煕敦煕敦煕敦煕 ((((大原野中大原野中大原野中大原野中)))) ((((中中中中２２２２)))) 能勢能勢能勢能勢　　　　拓馬拓馬拓馬拓馬 ((((洛西高洛西高洛西高洛西高)))) ((((高高高高２２２２)))) 56565656

21212121 高田高田高田高田　　　　修平修平修平修平 ((((西京高西京高西京高西京高)))) ((((高高高高１１１１)))) 中村中村中村中村　　　　篤人篤人篤人篤人 ((((洛西高洛西高洛西高洛西高)))) ((((高高高高２２２２)))) 53535353

22222222 西田西田西田西田　　　　研介研介研介研介 ((((山城高山城高山城高山城高)))) ((((高高高高２２２２)))) 川端川端川端川端　　　　優介優介優介優介 ((((洛西高洛西高洛西高洛西高)))) ((((高高高高２２２２)))) 54545454

19191919 依田依田依田依田　　　　　　　　桂桂桂桂 ((((西乙訓高西乙訓高西乙訓高西乙訓高)))) ((((高高高高１１１１)))) 小林小林小林小林　　　　涼太涼太涼太涼太 ((((西乙訓高西乙訓高西乙訓高西乙訓高)))) ((((高高高高１１１１))))

20202020 豊岡豊岡豊岡豊岡　　　　真毅真毅真毅真毅 ((((桂高桂高桂高桂高)))) ((((高高高高２２２２)))) 藤木藤木藤木藤木　　　　翔真翔真翔真翔真 ((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高)))) ((((高高高高２２２２))))

③③③③～～～～④④④④

52525252

((((高高高高２２２２))))東東東東　　　　　　　　宏樹宏樹宏樹宏樹 ((((東稜高東稜高東稜高東稜高)))) 49494949

51515151

((((高高高高２２２２))))

((((高高高高２２２２))))

⑦⑦⑦⑦～～～～⑧⑧⑧⑧

18181818 村西村西村西村西　　　　洵紀洵紀洵紀洵紀 ((((桂高桂高桂高桂高)))) ((((高高高高２２２２)))) 50505050

15151515 寺田寺田寺田寺田　　　　亮太亮太亮太亮太 ((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高))))
木下木下木下木下

山本山本山本山本　　　　篤史篤史篤史篤史 ((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高)))) ((((高高高高２２２２)))) 46464646

48484848 ③③③③～～～～④④④④⑦⑦⑦⑦～～～～⑧⑧⑧⑧ 16161616 古田古田古田古田　　　　啓悟啓悟啓悟啓悟 ((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))
60606060

44444444

47474747ＢＹＥＢＹＥＢＹＥＢＹＥ

井下井下井下井下　　　　　　　　圭圭圭圭 ((((大枝中大枝中大枝中大枝中)))) ((((中中中中２２２２))))

45454545

14141414 栗栖栗栖栗栖栗栖　　　　聡志聡志聡志聡志 ((((南陽高南陽高南陽高南陽高))))

13131313 中山中山中山中山　　　　大旗大旗大旗大旗 ((((西京高西京高西京高西京高)))) ((((高高高高２２２２)))) 伊勢伊勢伊勢伊勢　　　　大輝大輝大輝大輝 ((((京都京都京都京都すばるすばるすばるすばる高高高高)))) ((((高高高高２２２２))))

((((高高高高２２２２)))) 岡本岡本岡本岡本　　　　　　　　丈丈丈丈 ((((向陽高向陽高向陽高向陽高)))) ((((高高高高１１１１))))⑨⑨⑨⑨～～～～⑩⑩⑩⑩ 9999 三谷三谷三谷三谷　　　　全哉全哉全哉全哉 ((((西京高西京高西京高西京高))))

((((高高高高１１１１)))) 森田森田森田森田　　　　隆生隆生隆生隆生 ((((京都京都京都京都すばるすばるすばるすばる高高高高)))) ((((高高高高１１１１))))10101010 田代田代田代田代　　　　尚己尚己尚己尚己 ((((西京高西京高西京高西京高))))

⑪⑪⑪⑪～～～～⑫⑫⑫⑫

((((高高高高２２２２)))) 43434343

⑬⑬⑬⑬～～～～⑭⑭⑭⑭

42424242

41414141

39393939

8888 福盛福盛福盛福盛　　　　武留武留武留武留 ((((久世中久世中久世中久世中)))) ((((中中中中２２２２)))) 嶋瀬優一郎嶋瀬優一郎嶋瀬優一郎嶋瀬優一郎 ((((山城高山城高山城高山城高)))) ((((高高高高２２２２)))) 40404040

((((高高高高１１１１)))) 林林林林　　　　　　　　賢志賢志賢志賢志 ((((西京高西京高西京高西京高)))) ((((高高高高１１１１))))7777 江原江原江原江原　　　　貴大貴大貴大貴大 ((((山城高山城高山城高山城高))))

5555 籔田籔田籔田籔田　　　　　　　　渚渚渚渚 ((((同志社中同志社中同志社中同志社中)))) ((((中中中中３３３３)))) 冨永冨永冨永冨永　　　　侑男侑男侑男侑男 ((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高)))) ((((高高高高１１１１)))) 37373737

6666 古井古井古井古井　　　　達哉達哉達哉達哉 ((((洛西高洛西高洛西高洛西高)))) ((((高高高高２２２２)))) 森田森田森田森田　　　　涼斗涼斗涼斗涼斗 ((((西京高西京高西京高西京高)))) ((((高高高高２２２２)))) 38383838

3333 福島福島福島福島　　　　尚人尚人尚人尚人 ((((勝山中勝山中勝山中勝山中)))) ((((中中中中２２２２)))) 濱岡濱岡濱岡濱岡　　　　宥輔宥輔宥輔宥輔 ((((南陽高南陽高南陽高南陽高)))) ((((高高高高１１１１)))) 35353535

4444 西田西田西田西田　　　　翔吾翔吾翔吾翔吾 ((((桂高桂高桂高桂高)))) ((((高高高高１１１１)))) 秋田秋田秋田秋田　　　　賢志賢志賢志賢志 ((((西京高西京高西京高西京高)))) ((((高高高高２２２２)))) 36363636

⑤⑤⑤⑤～～～～⑥⑥⑥⑥

2222 井村涼太郎井村涼太郎井村涼太郎井村涼太郎 ((((山城高山城高山城高山城高)))) ((((高高高高１１１１)))) 34343434ＢＹＥＢＹＥＢＹＥＢＹＥ

永田永田永田永田　　　　寿輝寿輝寿輝寿輝 ((((両洋高両洋高両洋高両洋高)))) ((((高高高高１１１１)))) 33333333

１８１８１８１８ＢＳＢＳＢＳＢＳ決勝決勝決勝決勝

((((高高高高１１１１))))①①①① 1111 木下木下木下木下　　　　卓海卓海卓海卓海 ((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))



森森森森 山田山田山田山田

60606060 60606060

大川大川大川大川 小林小林小林小林

64646464 61616161

森森森森 山田山田山田山田

61616161 60606060

冨山冨山冨山冨山 原田原田原田原田

62626262 62626262

冨山冨山冨山冨山 原田原田原田原田

75757575

大田大田大田大田 山田山田山田山田

63636363 64646464

大田大田大田大田 澤井澤井澤井澤井

60606060 62626262

勝山勝山勝山勝山 大塚大塚大塚大塚

61616161 64646464

大田大田大田大田 古澤古澤古澤古澤

64646464 60606060

竹井竹井竹井竹井 尾嶋尾嶋尾嶋尾嶋

63636363 62626262

佐藤佐藤佐藤佐藤 古澤古澤古澤古澤

60606060 60606060

大田大田大田大田 山田山田山田山田

61616161

波多野波多野波多野波多野 和田和田和田和田

62626262 63636363

紺矢紺矢紺矢紺矢 齋藤齋藤齋藤齋藤

64646464 63636363

北村北村北村北村 江原江原江原江原

62626262 75757575

清崎清崎清崎清崎 多田多田多田多田

60606060 61616161

北村北村北村北村 江原江原江原江原

60606060 62626262

北村北村北村北村 土岡土岡土岡土岡

63636363 61616161

山崎山崎山崎山崎 山田山田山田山田

62626262 62626262

山崎山崎山崎山崎 森森森森
60606060 75757575

中村中村中村中村 土岡土岡土岡土岡

62626262 64646464

赤井赤井赤井赤井 丸本丸本丸本丸本

62626262 63636363

中村中村中村中村 土岡土岡土岡土岡

61616161 60606060

　　　　　　　　

18181818BSBSBSBS　　　　シードシードシードシード順位順位順位順位

① ① ① ① 森森森森　　　　　　　　環名環名環名環名((((同志社女子高同志社女子高同志社女子高同志社女子高))))高高高高１１１１ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 山田山田山田山田　　　　果穂果穂果穂果穂((((蜂蜂蜂蜂ヶヶヶヶ岡中岡中岡中岡中))))中中中中３３３３ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ 小林小林小林小林　　　　美優美優美優美優((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高２２２２ ⑯ ⑯ ⑯ ⑯ 小林小林小林小林　　　　三玲三玲三玲三玲((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高))))高高高高２２２２

② ② ② ② 土岡土岡土岡土岡　　　　亜純亜純亜純亜純((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高１１１１ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ 和田和田和田和田　　　　　　　　唯唯唯唯((((乙訓高乙訓高乙訓高乙訓高))))高高高高２２２２ ⑫ ⑫ ⑫ ⑫ 有本有本有本有本　　　　美羽美羽美羽美羽((((山城高山城高山城高山城高))))高高高高１１１１ DA DA DA DA 重田真奈美重田真奈美重田真奈美重田真奈美((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高２２２２

③ ③ ③ ③ 波多野美希波多野美希波多野美希波多野美希((((山城高山城高山城高山城高))))高高高高１１１１ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　志保志保志保志保((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高１１１１ ⑬ ⑬ ⑬ ⑬ 北村美紗季北村美紗季北村美紗季北村美紗季((((旭丘中旭丘中旭丘中旭丘中))))中中中中２２２２ DA DA DA DA 森森森森　　　　美奈絵美奈絵美奈絵美奈絵((((西京高西京高西京高西京高))))高高高高２２２２

④ ④ ④ ④ 古澤奈津実古澤奈津実古澤奈津実古澤奈津実((((立命館宇治中立命館宇治中立命館宇治中立命館宇治中))))中中中中３３３３ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ 大田紗矢果大田紗矢果大田紗矢果大田紗矢果((((大枝中大枝中大枝中大枝中))))中中中中２２２２ ⑭ ⑭ ⑭ ⑭ 澤井真優実澤井真優実澤井真優実澤井真優実((((木幡中木幡中木幡中木幡中))))中中中中２２２２ DA DA DA DA 丸本丸本丸本丸本　　　　果奈果奈果奈果奈((((山城高山城高山城高山城高))))高高高高２２２２

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 中村中村中村中村　　　　さきさきさきさき((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高２２２２ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ 江原江原江原江原　　　　菜未菜未菜未菜未((((山城高山城高山城高山城高))))高高高高２２２２ ⑮ ⑮ ⑮ ⑮ 山田山田山田山田　　　　莉穂莉穂莉穂莉穂((((蜂蜂蜂蜂ヶヶヶヶ岡中岡中岡中岡中))))中中中中１１１１ DA DA DA DA 尾嶋美菜子尾嶋美菜子尾嶋美菜子尾嶋美菜子((((西京高西京高西京高西京高))))高高高高２２２２

⑤⑤⑤⑤～～～～⑥⑥⑥⑥

2222 26262626

山田山田山田山田　　　　果穂果穂果穂果穂 ((((蜂蜂蜂蜂ヶヶヶヶ岡中岡中岡中岡中)))) ((((中中中中３３３３))))森森森森　　　　　　　　環名環名環名環名 ((((同志社女子高同志社女子高同志社女子高同志社女子高))))

１８１８１８１８ＧＳＧＳＧＳＧＳ決勝決勝決勝決勝

①①①① 1111 25252525((((高高高高１１１１))))

27272727

4444 28282828重田真菜美重田真菜美重田真菜美重田真菜美 ((((洛西高洛西高洛西高洛西高)))) ((((高高高高２２２２))))冨山冨山冨山冨山　　　　美春美春美春美春

((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高)))) ((((高高高高２２２２))))
76767676
(5)(5)(5)(5)

3333

((((桂高桂高桂高桂高))))

5555 29292929

⑮⑮⑮⑮～～～～⑯⑯⑯⑯ 6666 30303030 ⑪⑪⑪⑪～～～～⑫⑫⑫⑫有本有本有本有本　　　　美羽美羽美羽美羽

山田山田山田山田
((((向陽高向陽高向陽高向陽高))))

⑨⑨⑨⑨～～～～⑩⑩⑩⑩ 7777 31313131 ⑬⑬⑬⑬～～～～⑭⑭⑭⑭

8888 32323232

10101010 34343434((((西京高西京高西京高西京高)))) ((((高高高高１１１１))))

9999 33333333勝山勝山勝山勝山きららきららきららきらら ((((山城高山城高山城高山城高))))

⑦⑦⑦⑦～～～～⑧⑧⑧⑧ 12121212 36363636 ③③③③～～～～④④④④古澤奈津実古澤奈津実古澤奈津実古澤奈津実 ((((立命館宇治中立命館宇治中立命館宇治中立命館宇治中)))) ((((中中中中３３３３))))

11111111 35353535

14141414 38383838

佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　志保志保志保志保 ((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))

((((高高高高１１１１))))

竹井竹井竹井竹井　　　　恵美恵美恵美恵美 ((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高))))

③③③③～～～～④④④④ 13131313 37373737 ⑦⑦⑦⑦～～～～⑧⑧⑧⑧波多野美希波多野美希波多野美希波多野美希 ((((山城高山城高山城高山城高)))) ((((高高高高１１１１)))) 和田和田和田和田　　　　　　　　唯唯唯唯

((((西京高西京高西京高西京高))))

16161616 40404040((((西乙訓高西乙訓高西乙訓高西乙訓高))))花本葉由貴花本葉由貴花本葉由貴花本葉由貴 多田奈津美多田奈津美多田奈津美多田奈津美 ((((洛西高洛西高洛西高洛西高)))) ((((高高高高１１１１))))((((高高高高２２２２))))

15151515 39393939清水清水清水清水　　　　亜美亜美亜美亜美 ((((山城高山城高山城高山城高)))) ((((京都京都京都京都すばるすばるすばるすばる高高高高)))) ((((高高高高２２２２))))

⑬⑬⑬⑬～～～～⑭⑭⑭⑭ 18181818 42424242 ⑨⑨⑨⑨～～～～⑩⑩⑩⑩北村美紗季北村美紗季北村美紗季北村美紗季 ((((旭丘中旭丘中旭丘中旭丘中)))) 江原江原江原江原　　　　菜未菜未菜未菜未 ((((山城高山城高山城高山城高))))((((中中中中２２２２)))) ((((高高高高２２２２))))

17171717 41414141清崎清崎清崎清崎　　　　若菜若菜若菜若菜 ((((西京高西京高西京高西京高)))) 三宅三宅三宅三宅　　　　　　　　瑳瑳瑳瑳 ((((山城高山城高山城高山城高)))) ((((高高高高２２２２))))((((高高高高２２２２))))

20202020 44444444江本江本江本江本　　　　朱伽朱伽朱伽朱伽 ((((西乙訓高西乙訓高西乙訓高西乙訓高)))) ((((高高高高２２２２))))((((高高高高２２２２))))細川細川細川細川　　　　七海七海七海七海 ((((山城高山城高山城高山城高))))

⑪⑪⑪⑪～～～～⑫⑫⑫⑫ 19191919 43434343 ⑮⑮⑮⑮～～～～⑯⑯⑯⑯小林小林小林小林　　　　美優美優美優美優 ((((洛西高洛西高洛西高洛西高)))) ((((高高高高２２２２)))) 山田山田山田山田　　　　莉穂莉穂莉穂莉穂 ((((蜂蜂蜂蜂ヶヶヶヶ岡中岡中岡中岡中)))) ((((中中中中１１１１))))

22222222 46464646丸本丸本丸本丸本　　　　果奈果奈果奈果奈 ((((山城高山城高山城高山城高)))) ((((高高高高２２２２))))((((高高高高１１１１))))浅田浅田浅田浅田　　　　瑠莉瑠莉瑠莉瑠莉 ((((西乙訓高西乙訓高西乙訓高西乙訓高))))

21212121 45454545山崎山崎山崎山崎　　　　夏美夏美夏美夏美 ((((西京高西京高西京高西京高)))) 森森森森　　　　美奈絵美奈絵美奈絵美奈絵 ((((西京高西京高西京高西京高)))) ((((高高高高２２２２))))((((高高高高１１１１))))

⑤⑤⑤⑤～～～～⑥⑥⑥⑥ 24242424 48484848 ②②②②中村中村中村中村　　　　さきさきさきさき ((((洛西高洛西高洛西高洛西高)))) ((((高高高高２２２２)))) 土岡土岡土岡土岡　　　　亜純亜純亜純亜純 ((((洛西高洛西高洛西高洛西高)))) ((((高高高高１１１１))))

ラッキーラッキーラッキーラッキー
ルーザールーザールーザールーザー 23232323 47474747赤井赤井赤井赤井　　　　瑠衣瑠衣瑠衣瑠衣 ((((向陽高向陽高向陽高向陽高)))) ((((高高高高２２２２)))) 山下山下山下山下　　　　璃子璃子璃子璃子 ((((乙訓高乙訓高乙訓高乙訓高)))) ((((高高高高２２２２))))

澤井真優実澤井真優実澤井真優実澤井真優実 ((((木幡中木幡中木幡中木幡中))))

紺矢紺矢紺矢紺矢　　　　里穂里穂里穂里穂 ((((西京高西京高西京高西京高)))) ((((高高高高２２２２))))

((((大枝中大枝中大枝中大枝中)))) ((((中中中中２２２２))))

76(4)76(4)76(4)76(4)

大塚大塚大塚大塚　　　　　　　　歩歩歩歩 ((((京都京都京都京都すばるすばるすばるすばる高高高高))))

シードシードシードシード妥当率妥当率妥当率妥当率　　　　57575757....5555%%%%

＊＊＊＊本戦出場者本戦出場者本戦出場者本戦出場者はははは、、、、受付終了後受付終了後受付終了後受付終了後、、、、ドロードロードロードロー抽選抽選抽選抽選をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

＊＊＊＊本戦本戦本戦本戦にににに欠席者欠席者欠席者欠席者がががが出出出出たたたた場合場合場合場合はははは予選予選予選予選のののの成績上位者成績上位者成績上位者成績上位者をををを優先優先優先優先してしてしてしてﾗｯｷｰﾙｰｻﾗｯｷｰﾙｰｻﾗｯｷｰﾙｰｻﾗｯｷｰﾙｰｻﾞ゙゙゙ｰーーーをををを増設増設増設増設しますしますしますします。。。。

((((高高高高２２２２))))

((((乙訓高乙訓高乙訓高乙訓高)))) ((((高高高高２２２２))))

((((高高高高１１１１))))

60606060

((((高高高高２２２２))))

((((高高高高２２２２))))

尾嶋美菜子尾嶋美菜子尾嶋美菜子尾嶋美菜子 ((((西京高西京高西京高西京高))))

齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　玲奈玲奈玲奈玲奈

原田原田原田原田　　　　麻衣麻衣麻衣麻衣 ((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高)))) ((((高高高高２２２２))))

柳井柳井柳井柳井　　　　梨沙梨沙梨沙梨沙 ((((西乙訓高西乙訓高西乙訓高西乙訓高)))) ((((高高高高２２２２))))

((((中中中中２２２２))))

((((山城高山城高山城高山城高)))) ((((高高高高１１１１))))

((((高高高高２２２２))))

小林小林小林小林　　　　優加優加優加優加 ((((洛西高洛西高洛西高洛西高)))) ((((高高高高１１１１))))

田中田中田中田中　　　　麻衣麻衣麻衣麻衣 ((((東稜高東稜高東稜高東稜高)))) ((((高高高高２２２２))))

((((高高高高１１１１))))

大川大川大川大川　　　　美南美南美南美南 ((((東稜高東稜高東稜高東稜高)))) ((((高高高高２２２２))))

斉藤斉藤斉藤斉藤　　　　　　　　希希希希 ((((西京高西京高西京高西京高)))) ((((高高高高１１１１))))

藤井藤井藤井藤井　　　　彩奈彩奈彩奈彩奈

((((高高高高１１１１))))

小林小林小林小林　　　　三玲三玲三玲三玲

大江大江大江大江　　　　彩夏彩夏彩夏彩夏

胡内胡内胡内胡内　　　　沙耶沙耶沙耶沙耶

公庄公庄公庄公庄　　　　　　　　葵葵葵葵 ((((山城高山城高山城高山城高)))) ((((高高高高１１１１))))

((((高高高高２２２２))))

大田紗矢果大田紗矢果大田紗矢果大田紗矢果

林林林林　　　　　　　　絢香絢香絢香絢香 ((((山城高山城高山城高山城高)))) ((((高高高高２２２２))))



西澤西澤西澤西澤　　　　勇太勇太勇太勇太 ((((西京高西京高西京高西京高)))) ((((高高高高２２２２)))) 嶋瀬優一郎嶋瀬優一郎嶋瀬優一郎嶋瀬優一郎 ((((高高高高２２２２))))

木下木下木下木下　　　　卓海卓海卓海卓海 ((((洛西高洛西高洛西高洛西高)))) ((((高高高高１１１１)))) 東東東東
杉山杉山杉山杉山

西村西村西村西村　　　　勇哉勇哉勇哉勇哉 ((((高高高高２２２２))))

64646464
東東東東　　　　　　　　拓明拓明拓明拓明 ((((高高高高１１１１))))

西澤西澤西澤西澤
木下木下木下木下

東東東東
杉山杉山杉山杉山

杉山杉山杉山杉山　　　　航洋航洋航洋航洋 ((((高高高高１１１１))))

森本森本森本森本　　　　拓斗拓斗拓斗拓斗 ((((高高高高２２２２))))

60606060 63636363
入川入川入川入川　　　　健太健太健太健太 ((((高高高高２２２２))))

籠林籠林籠林籠林　　　　　　　　諒諒諒諒
((((高高高高２２２２)))) 森本森本森本森本

籠林籠林籠林籠林
入川入川入川入川
中山中山中山中山

中山中山中山中山　　　　大旗大旗大旗大旗 ((((高高高高２２２２))))

三輪三輪三輪三輪　　　　直矢直矢直矢直矢 ((((高高高高２２２２))))

60606060 62626262
林林林林　　　　　　　　賢志賢志賢志賢志 ((((高高高高１１１１))))

樫尾樫尾樫尾樫尾　　　　圭亮圭亮圭亮圭亮 ((((高高高高１１１１)))) 福島福島福島福島
石橋石橋石橋石橋

東東東東
杉山杉山杉山杉山

田中田中田中田中　　　　將守將守將守將守 ((((高高高高１１１１))))

木村木村木村木村　　　　亮介亮介亮介亮介 ((((高高高高１１１１))))

64646464
出口出口出口出口　　　　健太健太健太健太 ((((高高高高２２２２))))

久保久保久保久保　　　　健太健太健太健太 ((((高高高高１１１１)))) 井下井下井下井下
齋藤齋藤齋藤齋藤

西村西村西村西村
栗栖栗栖栗栖栗栖

小林小林小林小林　　　　涼太涼太涼太涼太 ((((高高高高１１１１))))

井下井下井下井下　　　　　　　　圭圭圭圭 ((((大枝中大枝中大枝中大枝中)))) ((((中中中中２２２２))))

60606060 63636363
西村祐布哉西村祐布哉西村祐布哉西村祐布哉 ((((高高高高１１１１))))

斎藤斎藤斎藤斎藤　　　　敦煕敦煕敦煕敦煕 ((((大原野中大原野中大原野中大原野中)))) ((((中中中中２２２２)))) 福島福島福島福島
石橋石橋石橋石橋

香川香川香川香川
佐佐佐佐々々々々木木木木

栗栖栗栖栗栖栗栖　　　　聡志聡志聡志聡志 ((((高高高高１１１１))))

西田西田西田西田　　　　研介研介研介研介 ((((高高高高２２２２))))

63636363 61616161
井村涼太郎井村涼太郎井村涼太郎井村涼太郎 ((((高高高高１１１１))))

中山中山中山中山　　　　大護大護大護大護 ((((高高高高２２２２)))) 福島福島福島福島
石橋石橋石橋石橋

香川香川香川香川
佐佐佐佐々々々々木木木木

江原江原江原江原　　　　貴大貴大貴大貴大 ((((高高高高１１１１))))

福島福島福島福島　　　　尚人尚人尚人尚人 ((((勝山中勝山中勝山中勝山中)))) ((((中中中中２２２２))))

64646464
香川香川香川香川　　　　佳之佳之佳之佳之 ((((南陽高南陽高南陽高南陽高)))) ((((高高高高１１１１))))

石橋石橋石橋石橋　　　　拓巳拓巳拓巳拓巳 ((((西西西西ノノノノ丘中丘中丘中丘中)))) ((((中中中中２２２２)))) 福島福島福島福島
石橋石橋石橋石橋

古田古田古田古田
能勢能勢能勢能勢

佐佐佐佐々々々々木凌聖木凌聖木凌聖木凌聖 ((((ｳｳｳｳﾞ゙゙゙ｧﾙﾌｧﾙﾌｧﾙﾌｧﾙﾌﾞ゙゙゙ﾗﾝｼｭﾗﾝｼｭﾗﾝｼｭﾗﾝｼｭ)))) ((((中中中中３３３３))))

秋田秋田秋田秋田　　　　賢志賢志賢志賢志 ((((高高高高２２２２))))

61616161 64646464
中山裕一郎中山裕一郎中山裕一郎中山裕一郎 ((((高高高高２２２２))))

三谷三谷三谷三谷　　　　全哉全哉全哉全哉 ((((高高高高２２２２)))) 秋田秋田秋田秋田
三谷三谷三谷三谷

中山中山中山中山
土井土井土井土井

土井土井土井土井　　　　将史将史将史将史 ((((高高高高１１１１))))

湯浅湯浅湯浅湯浅　　　　一輝一輝一輝一輝 ((((高高高高２２２２))))

63636363 62626262
村松村松村松村松　　　　悠哉悠哉悠哉悠哉 ((((高高高高２２２２))))

木村木村木村木村　　　　和徳和徳和徳和徳 ((((高高高高１１１１)))) 秋田秋田秋田秋田
三谷三谷三谷三谷

鈴木鈴木鈴木鈴木
古井古井古井古井
古井古井古井古井

小関小関小関小関　　　　喬平喬平喬平喬平 ((((高高高高２２２２))))

岡本岡本岡本岡本　　　　　　　　丈丈丈丈 ((((高高高高１１１１))))

63636363 61616161
大森大森大森大森　　　　将矢将矢将矢将矢 ((((高高高高２２２２))))

荒木荒木荒木荒木　　　　亮哉亮哉亮哉亮哉 ((((高高高高１１１１)))) 岡本岡本岡本岡本
荒木荒木荒木荒木

鈴木鈴木鈴木鈴木
古井古井古井古井

佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　勇気勇気勇気勇気 ((((高高高高２２２２))))

真幡真幡真幡真幡　　　　隆明隆明隆明隆明 ((((高高高高１１１１))))

64646464 62626262
鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　貴実貴実貴実貴実 ((((高高高高２２２２))))

野澤野澤野澤野澤　　　　拓也拓也拓也拓也 ((((高高高高１１１１)))) 二塚二塚二塚二塚
藤木藤木藤木藤木

古田古田古田古田
能勢能勢能勢能勢

古井古井古井古井　　　　達哉達哉達哉達哉 ((((高高高高２２２２))))

井上井上井上井上　　　　卓士卓士卓士卓士 ((((高高高高２２２２))))

62626262 63636363
高田高田高田高田　　　　修平修平修平修平 ((((高高高高１１１１))))

苅田苅田苅田苅田　　　　　　　　優優優優
((((高高高高１１１１))))

藤川藤川藤川藤川
四四四四ﾂﾂﾂﾂ谷谷谷谷

高田高田高田高田
林川林川林川林川

林川林川林川林川　　　　晴大晴大晴大晴大 ((((高高高高１１１１))))

藤川藤川藤川藤川　　　　潤太潤太潤太潤太 ((((高高高高２２２２))))

64646464 63636363
髙味髙味髙味髙味　　　　郁哉郁哉郁哉郁哉 ((((高高高高１１１１))))

四四四四ッッッッ谷勇介谷勇介谷勇介谷勇介 ((((高高高高２２２２)))) 二塚二塚二塚二塚
藤木藤木藤木藤木

古田古田古田古田
能勢能勢能勢能勢

濱岡濱岡濱岡濱岡　　　　宥輔宥輔宥輔宥輔 ((((高高高高１１１１))))

西岡西岡西岡西岡　　　　篤史篤史篤史篤史 ((((高高高高２２２２))))

61616161 63636363
鈎鈎鈎鈎　　　　　　　　亮太亮太亮太亮太 ((((槙島中槙島中槙島中槙島中)))) ((((中中中中２２２２))))

田代田代田代田代　　　　尚己尚己尚己尚己 ((((高高高高１１１１)))) 二塚二塚二塚二塚
藤木藤木藤木藤木

古田古田古田古田
能勢能勢能勢能勢

寺尾寺尾寺尾寺尾　　　　紘輝紘輝紘輝紘輝 ((((長岡中長岡中長岡中長岡中)))) ((((中中中中２２２２))))

二塚二塚二塚二塚　　　　智之智之智之智之 ((((高高高高２２２２))))

64646464 62626262
古田古田古田古田　　　　啓悟啓悟啓悟啓悟 ((((高高高高２２２２))))

藤木藤木藤木藤木　　　　翔真翔真翔真翔真 ((((高高高高２２２２)))) 能勢能勢能勢能勢　　　　拓馬拓馬拓馬拓馬 ((((高高高高２２２２))))

１８１８１８１８ＢＤ　ＢＤ　ＢＤ　ＢＤ　シードシードシードシード順位順位順位順位 ① ① ① ① 西澤西澤西澤西澤　　　　勇太勇太勇太勇太((((西京高西京高西京高西京高))))高高高高２２２２ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 嶋瀬優一郎嶋瀬優一郎嶋瀬優一郎嶋瀬優一郎((((山城高山城高山城高山城高))))高高高高２２２２
① ① ① ① 木下木下木下木下　　　　拓海拓海拓海拓海((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高１１１１ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 西村西村西村西村　　　　勇哉勇哉勇哉勇哉((((山城高山城高山城高山城高))))高高高高２２２２

② ② ② ② 古田古田古田古田　　　　啓悟啓悟啓悟啓悟((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高２２２２ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 二塚二塚二塚二塚　　　　智之智之智之智之((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高))))高高高高２２２２
② ② ② ② 能勢能勢能勢能勢　　　　拓馬拓馬拓馬拓馬((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高２２２２ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 藤木藤木藤木藤木　　　　翔真翔真翔真翔真((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高))))高高高高２２２２

③ ③ ③ ③ 香川香川香川香川　　　　佳之佳之佳之佳之((((南陽高南陽高南陽高南陽高))))高高高高１１１１ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ 福島福島福島福島　　　　尚人尚人尚人尚人((((勝山中勝山中勝山中勝山中))))中中中中２２２２
③ ③ ③ ③ 佐佐佐佐々々々々木凌聖木凌聖木凌聖木凌聖((((ｳｳｳｳﾞ゙゙゙ｧﾙﾌｧﾙﾌｧﾙﾌｧﾙﾌﾞ゙゙゙ﾗﾝｼｭﾗﾝｼｭﾗﾝｼｭﾗﾝｼｭ))))中中中中３３３３ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ 石橋石橋石橋石橋　　　　拓巳拓巳拓巳拓巳((((西西西西ノノノノ丘中丘中丘中丘中))))中中中中２２２２

④ ④ ④ ④ 秋田秋田秋田秋田　　　　賢志賢志賢志賢志((((西京高西京高西京高西京高))))高高高高２２２２ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ 中山裕一郎中山裕一郎中山裕一郎中山裕一郎((((山城高山城高山城高山城高))))高高高高２２２２
④ ④ ④ ④ 三谷三谷三谷三谷　　　　全哉全哉全哉全哉((((西京高西京高西京高西京高))))高高高高２２２２ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ 土井土井土井土井　　　　将史将史将史将史((((山城高山城高山城高山城高))))高高高高１１１１

2222

((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))

76767676
(5)(5)(5)(5)

11111111

13131313

14141414

１８１８１８１８ＢＤＢＤＢＤＢＤ決勝決勝決勝決勝

①①①①

ＢＹＥＢＹＥＢＹＥＢＹＥ

31313131

16161616

15151515

⑤⑤⑤⑤
⑥⑥⑥⑥

32323232

＊＊＊＊本戦出場者本戦出場者本戦出場者本戦出場者はははは、、、、受付終了後受付終了後受付終了後受付終了後、、、、ドロードロードロードロー抽選抽選抽選抽選をををを行行行行いますいますいますいます。。。。 シードシードシードシード妥当率妥当率妥当率妥当率　　　　39393939....1111%%%%

＊＊＊＊本戦本戦本戦本戦にににに欠席者欠席者欠席者欠席者がががが出出出出たたたた場合場合場合場合ははははｼｰﾄｼｰﾄｼｰﾄｼｰﾄﾞ゙゙゙選手選手選手選手のののの順位順位順位順位にににに従従従従ってってってって１１１１ＲＲＲＲのののの相手相手相手相手ををををBYEBYEBYEBYEとしますとしますとしますとします。。。。

27272727

28282828

30303030

25252525

24242424

26262626

76767676
(3)(3)(3)(3)

②②②②

③③③③
④④④④

⑦⑦⑦⑦
⑧⑧⑧⑧

23232323

22222222

21212121

20202020

⑤⑤⑤⑤
⑥⑥⑥⑥

((((東稜高東稜高東稜高東稜高))))

((((向陽高向陽高向陽高向陽高))))

10101010

((((山城高山城高山城高山城高))))

((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))

((((西乙訓高西乙訓高西乙訓高西乙訓高))))

((((西京高西京高西京高西京高))))

62626262

古田古田古田古田
能勢能勢能勢能勢

((((西京高西京高西京高西京高))))

((((西京高西京高西京高西京高))))

((((南陽高南陽高南陽高南陽高))))

⑦⑦⑦⑦
⑧⑧⑧⑧

((((山城高山城高山城高山城高))))

3333

4444

7777

8888

5555

6666

1111

((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高))))

29292929

17171717

18181818

19191919

③③③③
④④④④

9999

((((西京高西京高西京高西京高))))

((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高))))

((((西乙訓高西乙訓高西乙訓高西乙訓高))))

((((南陽高南陽高南陽高南陽高))))

((((山城高山城高山城高山城高))))

((((山城高山城高山城高山城高))))

((((東稜高東稜高東稜高東稜高))))

((((向陽高向陽高向陽高向陽高))))

((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))

((((西京高西京高西京高西京高))))

12121212

((((東稜高東稜高東稜高東稜高))))

((((桂高桂高桂高桂高)))) ((((南陽高南陽高南陽高南陽高))))

((((東稜高東稜高東稜高東稜高))))



森森森森　　　　　　　　環名環名環名環名 ((((高高高高１１１１)))) 橋本橋本橋本橋本　　　　実結実結実結実結 ((((勝山中勝山中勝山中勝山中)))) ((((中中中中１１１１))))

島井島井島井島井　　　　美帆美帆美帆美帆 ((((高高高高２２２２)))) 奥田奥田奥田奥田　　　　日向日向日向日向 ((((二条中二条中二条中二条中)))) ((((中中中中１１１１))))

竹井竹井竹井竹井　　　　恵美恵美恵美恵美 ((((高高高高２２２２))))

森森森森
島井島井島井島井

橋本橋本橋本橋本
奥田奥田奥田奥田 重田真菜美重田真菜美重田真菜美重田真菜美 ((((高高高高２２２２))))

谷名谷名谷名谷名　　　　麻衣麻衣麻衣麻衣 ((((高高高高２２２２))))

竹井竹井竹井竹井
谷名谷名谷名谷名

60606060 63636363 福岡福岡福岡福岡
原田原田原田原田

小林小林小林小林　　　　優加優加優加優加 ((((高高高高１１１１))))

清水清水清水清水　　　　亜美亜美亜美亜美 ((((高高高高２２２２))))

63636363 63636363
福岡福岡福岡福岡　　　　桃子桃子桃子桃子 ((((高高高高１１１１))))

丸本丸本丸本丸本　　　　果奈果奈果奈果奈 ((((高高高高２２２２))))

森森森森
島井島井島井島井

橋本橋本橋本橋本
奥田奥田奥田奥田

原田原田原田原田　　　　麻衣麻衣麻衣麻衣 ((((高高高高２２２２))))

清水清水清水清水　　　　柚華柚華柚華柚華 ((((京都東山京都東山京都東山京都東山TCTCTCTC)))) ((((小小小小５５５５))))

60606060 63636363
森森森森　　　　美奈絵美奈絵美奈絵美奈絵 ((((高高高高２２２２))))

西川西川西川西川　　　　詩月詩月詩月詩月 ((((グリーンナウグリーンナウグリーンナウグリーンナウ)))) ((((小小小小６６６６))))

清水清水清水清水
西川西川西川西川

森森森森
清崎清崎清崎清崎

清崎清崎清崎清崎　　　　若菜若菜若菜若菜 ((((高高高高２２２２))))

猪下猪下猪下猪下　　　　夏帆夏帆夏帆夏帆 ((((高高高高２２２２))))

63636363 清水清水清水清水
西川西川西川西川

土岡土岡土岡土岡
中村中村中村中村

61616161
山崎山崎山崎山崎　　　　夏美夏美夏美夏美 ((((高高高高１１１１))))

齋藤齋藤齋藤齋藤　　　　玲奈玲奈玲奈玲奈 ((((高高高高２２２２)))) 64646464 62626262 大江大江大江大江　　　　彩夏彩夏彩夏彩夏 ((((高高高高１１１１))))

小林小林小林小林　　　　美優美優美優美優 ((((高高高高２２２２)))) 土岡土岡土岡土岡　　　　亜純亜純亜純亜純 ((((高高高高１１１１))))

佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　志保志保志保志保 ((((高高高高１１１１))))

森森森森
島井島井島井島井

橋本橋本橋本橋本
奥田奥田奥田奥田

中村中村中村中村　　　　さきさきさきさき ((((高高高高２２２２))))

川島川島川島川島　　　　　　　　愛愛愛愛 ((((ﾊﾊﾊﾊ ﾟ゚゚゚ﾌﾌﾌﾌ ﾞ゙゙゙ﾘｯｸﾃﾆｽﾘｯｸﾃﾆｽﾘｯｸﾃﾆｽﾘｯｸﾃﾆｽ宝宝宝宝ヶヶヶヶ池池池池)))) ((((中中中中２２２２))))

63636363 64646464
和田和田和田和田　　　　　　　　唯唯唯唯 ((((高高高高２２２２))))

松本松本松本松本　　　　果歩果歩果歩果歩 ((((舞鶴舞鶴舞鶴舞鶴ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾘｰﾝﾘｰﾝﾘｰﾝﾘｰﾝTCTCTCTC)))) ((((中中中中２２２２)))) 山下山下山下山下　　　　璃子璃子璃子璃子 ((((高高高高２２２２))))

小林明日香小林明日香小林明日香小林明日香 ((((高高高高２２２２))))

川島川島川島川島
松本松本松本松本

西田西田西田西田
古澤古澤古澤古澤 西田賀杏央西田賀杏央西田賀杏央西田賀杏央 ((((TCTCTCTCｾﾌｾﾌｾﾌｾﾌﾞ゙゙゙ﾝｽﾘｰﾝｽﾘｰﾝｽﾘｰﾝｽﾘｰ)))) ((((小小小小５５５５))))

大塚大塚大塚大塚　　　　　　　　歩歩歩歩
((((高高高高２２２２))))

岡山岡山岡山岡山
川上川上川上川上

60606060 61616161 西田西田西田西田
古澤古澤古澤古澤

古澤古澤古澤古澤　　　　優奈優奈優奈優奈 ((((ITC ITC ITC ITC 京都西京都西京都西京都西)))) ((((小小小小５５５５))))

岡山岡山岡山岡山　　　　千穂千穂千穂千穂 ((((上里小上里小上里小上里小)))) ((((小小小小４４４４))))

62626262 62626262
紺矢紺矢紺矢紺矢　　　　里穂里穂里穂里穂 ((((高高高高２２２２))))

川上川上川上川上　　　　彩貴彩貴彩貴彩貴 ((((長岡四小長岡四小長岡四小長岡四小)))) ((((小小小小６６６６))))

川島川島川島川島
松本松本松本松本

中村中村中村中村
江原江原江原江原

尾嶋美菜子尾嶋美菜子尾嶋美菜子尾嶋美菜子 ((((高高高高２２２２))))

岡本岡本岡本岡本さつきさつきさつきさつき ((((高高高高１１１１))))

63636363 62626262

有本有本有本有本　　　　美羽美羽美羽美羽 ((((高高高高１１１１))))

松本松本松本松本　　　　亜子亜子亜子亜子 ((((高高高高１１１１))))

林林林林
多田多田多田多田

足立足立足立足立
許許許許

勝山勝山勝山勝山きららきららきららきらら ((((高高高高１１１１))))

林林林林　　　　紗和子紗和子紗和子紗和子 ((((高高高高２２２２))))

63636363 松本松本松本松本
北村北村北村北村

中村中村中村中村
江原江原江原江原

62626262
足立足立足立足立　　　　梨夏梨夏梨夏梨夏 ((((立命館宇治高立命館宇治高立命館宇治高立命館宇治高)))) ((((高高高高２２２２))))

多田奈津美多田奈津美多田奈津美多田奈津美 ((((高高高高１１１１)))) 61616161 61616161 許許許許　　　　　　　　良希良希良希良希 ((((京都国際高京都国際高京都国際高京都国際高)))) ((((高高高高２２２２))))

松本明日香松本明日香松本明日香松本明日香 ((((舞鶴舞鶴舞鶴舞鶴ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾘｰﾝﾘｰﾝﾘｰﾝﾘｰﾝTCTCTCTC)))) ((((中中中中２２２２)))) 中村中村中村中村　　　　美乃美乃美乃美乃 ((((高高高高２２２２))))

北村美紗季北村美紗季北村美紗季北村美紗季 ((((TCTCTCTCｾﾌｾﾌｾﾌｾﾌﾞ゙゙゙ﾝｽﾘｰﾝｽﾘｰﾝｽﾘｰﾝｽﾘｰ)))) ((((中中中中２２２２)))) 江原江原江原江原　　　　菜未菜未菜未菜未 ((((高高高高２２２２))))

１８１８１８１８ＧＤ　ＧＤ　ＧＤ　ＧＤ　シードシードシードシード順位順位順位順位 ① ① ① ① 森森森森　　　　　　　　環名環名環名環名((((同志社女子高同志社女子高同志社女子高同志社女子高))))高高高高１１１１ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 松本明日香松本明日香松本明日香松本明日香((((舞鶴舞鶴舞鶴舞鶴ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾘｰﾝﾘｰﾝﾘｰﾝﾘｰﾝ))))中中中中２２２２
① ① ① ① 島井島井島井島井　　　　美帆美帆美帆美帆((((同志社女子高同志社女子高同志社女子高同志社女子高))))高高高高２２２２ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 北村美紗季北村美紗季北村美紗季北村美紗季((((ｾﾌｾﾌｾﾌｾﾌﾞ゙゙゙ﾝｽﾘｰﾝｽﾘｰﾝｽﾘｰﾝｽﾘｰ))))中中中中２２２２

② ② ② ② 中村中村中村中村　　　　美乃美乃美乃美乃((((山城高山城高山城高山城高))))高高高高２２２２ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 橋本橋本橋本橋本　　　　実結実結実結実結((((勝山中勝山中勝山中勝山中))))中中中中１１１１
② ② ② ② 江原江原江原江原　　　　菜未菜未菜未菜未((((山城高山城高山城高山城高))))高高高高２２２２ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 奥田奥田奥田奥田　　　　日向日向日向日向((((二条中二条中二条中二条中))))中中中中１１１１

③ ③ ③ ③ 土岡土岡土岡土岡　　　　亜純亜純亜純亜純((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高１１１１ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ 和田和田和田和田　　　　　　　　唯唯唯唯((((乙訓高乙訓高乙訓高乙訓高))))高高高高２２２２
③ ③ ③ ③ 中村中村中村中村　　　　さきさきさきさき((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高２２２２ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ 山下山下山下山下　　　　璃子璃子璃子璃子((((乙訓高乙訓高乙訓高乙訓高))))高高高高２２２２

④ ④ ④ ④ 川島川島川島川島　　　　　　　　愛愛愛愛((((ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸﾘｯｸ宝宝宝宝ヶヶヶヶ池池池池))))中中中中２２２２ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ 小林小林小林小林　　　　美優美優美優美優((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高２２２２
④ ④ ④ ④ 松本松本松本松本　　　　果歩果歩果歩果歩((((舞鶴舞鶴舞鶴舞鶴ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾘｰﾝﾘｰﾝﾘｰﾝﾘｰﾝ))))中中中中２２２２ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　志保志保志保志保((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))高高高高１１１１

＊＊＊＊本戦本戦本戦本戦にににに欠席者欠席者欠席者欠席者がががが出出出出たたたた場合場合場合場合はははは予選予選予選予選のののの成績上位者成績上位者成績上位者成績上位者をををを優先優先優先優先してしてしてしてﾗｯｷｰﾙｰｻﾗｯｷｰﾙｰｻﾗｯｷｰﾙｰｻﾗｯｷｰﾙｰｻﾞ゙゙゙ｰーーーをををを増設増設増設増設しますしますしますします。。。。

ｼｰﾄｼｰﾄｼｰﾄｼｰﾄﾞ゙゙゙妥当率妥当率妥当率妥当率　　　　57575757....8888%%%%

((((山城高山城高山城高山城高))))

((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))

((((山城高山城高山城高山城高))))

((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))

((((山城高山城高山城高山城高))))

((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))

＊＊＊＊本戦出場者本戦出場者本戦出場者本戦出場者はははは、、、、受付終了後受付終了後受付終了後受付終了後、、、、ドロードロードロードロー抽選抽選抽選抽選をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
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((((乙訓高乙訓高乙訓高乙訓高))))

8888

⑤⑤⑤⑤
⑥⑥⑥⑥

③③③③
④④④④

⑦⑦⑦⑦
⑧⑧⑧⑧

⑦⑦⑦⑦
⑧⑧⑧⑧

20202020

76(5)76(5)76(5)76(5)

((((京都京都京都京都すばるすばるすばるすばる高高高高))))

22222222

((((西京高西京高西京高西京高))))

13131313

１８１８１８１８ＧＤＧＤＧＤＧＤ決勝決勝決勝決勝

橋本橋本橋本橋本
奥田奥田奥田奥田

⑤⑤⑤⑤
⑥⑥⑥⑥

((((西京高西京高西京高西京高))))

((((洛西高洛西高洛西高洛西高))))

((((山城高山城高山城高山城高))))

((((京都京都京都京都すばるすばるすばるすばる高高高高))))

((((同志社女子高同志社女子高同志社女子高同志社女子高))))

((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高))))

((((京都八幡高京都八幡高京都八幡高京都八幡高))))

((((西京高西京高西京高西京高))))

③③③③
④④④④



歴代表彰者一覧歴代表彰者一覧歴代表彰者一覧歴代表彰者一覧

回 性

野中　康生(西乙訓高) 芦田伸一郎(西乙訓高) 北川　義行(向　陽)

椋田　善之(成章高) 杉本　元気(乙訓高) 黒田　亮介(西乙訓高)

椋田　善之(成章高) 栗山　祐輝(向陽高) 池上　達也(鳥羽高)

菅野　都奈(向陽高)

優　　勝 準　優　勝 ３　　位

開催なし

３　　位

宮西　克行(洛西高) 谷口　　亮(成章高)

谷口　　亮(成章高) 水津　宣之(向陽高) 長田　晃輝(鳥羽高)

女
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

長田　晃輝(鳥羽高)４４４４

平成
14年
4月
4日
～
4月
6日

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

男
子

女
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

16歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

男
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

６６６６

平成
16年
3月
20日
～
4月
5日

男
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 坂本　達也(洛西高)

開田　真次(洛西高)
18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

坂本　達也(洛西高)

佐藤　彰洋(神川中)

黒川　弘了(洛西高) 井上　直樹(乙訓高) 上羽　広司(洛西高)

坂本　達也(洛西高) 天目　昌樹(乙訓高) 神田　雄樹(洛西高)

５５５５

平成
15年
3月
22日
～
4月
7日

坂本　達也(洛西高)

河原奈未子(洛西高) 谷口　奈穂(向陽高)

河原奈未子(洛西高) 小山ひとみ(乙訓高)

高木　慶文(打田中) 松矢　雄志(Balle Blanche)

館　　純代(ﾎﾜｲﾃｨ)

野中　康生(西乙訓高)

木村　　夢(長岡京JTTC) 加納さおり(湯山ＴＳ)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

16歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

館　　純代(ﾎﾜｲﾃｨ)

横田　治子(ﾎﾜｲﾃｨ)

村上　千晶(ﾎﾜｲﾃｨ)

井上　　愛(INOUE TA)

石井　美紗(向陽高) 浅野　知尋(西乙訓高)

八木　法子(長岡三中)

宮崎真裕美(ﾎﾜｲﾃｨ) 新谷　文野(ﾎﾜｲﾃｨ) 長谷川仁美(洛西高) 村上嘉奈子(洛西高)

稲荷　思歩(神足小)

井尻　貴士(向陽高)

西田　　希(ﾎﾜｲﾃｨ) 村上　千晶(ﾎﾜｲﾃｨ) 川上　麻美(洛西高)

亀田　貴之(島本二中)

横田　治子(ﾎﾜｲﾃｨ)

松本　隼哉(同志社中)

中原　沙也(聖母高)

柴田　雄伍(長岡八小)

西田　　希(ﾎﾜｲﾃｨ) 大久保　梓(ﾎﾜｲﾃｨ)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

井上　恵太(向陽高) 戎　　隆志(洛西高)

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

中川　貴之(向陽高)

７７７７

平成
17年
 3月
19日
～
4月
 3日

男
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

山田　侑奈(大住中)

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
松矢　雄志(西乙訓高) 井上　桂宏(洛西高)

松矢　義規(長岡三中)

芹口　達哉(京教大附属高)

長谷川誉透(洛西高) 漆原　大介(京教大附属高)

松矢　雄志(西乙訓高)

柴田　貴史(二条中) 谷田　大地(ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ) 佐々木聡士(神足ＴＣ)

鄭　　文基(洛西高)

西田　昇吾(菅原小) 中瀬　翔平(京女附属小) 横山　悟朗(洛北附属中) 柴田　貴史(二条城北小)

永井　友樹(向陽高)

大栢　拓也(京都明徳高)

鵜木　友美(向陽高) 高橋麻由美(洛西高) 穐山　香里(向陽高) 笠　明日香(八幡高)

田林　里栄(長岡三中) 村瀬　千夏(長岡四小) 村瀬　早香(長岡四小)

万木雅沙子(八幡高) 中西　紗弥(八幡高)

鵜木　友美(向陽高) 岸　　菜摘(八幡高) 前田祐加子(八幡高)

穐山　香里(向陽高)

小西　唯介(向陽高) 橋本　祐貴(洛西高)

穐山　香里(向陽高)

田林　由夏(長岡八小)

安本　奈央(園部高)

近藤　絢美(園部高)

谷口　翔平(立命館中)

松浦　　慧(西乙訓高)

岸　　涼香(美濃山小) 田林　里栄(長岡八小)

長谷川仁美(洛西高)

稲荷　思歩(神足小)

神川　智志(西京極中) 中村　秀造(西の岡中)

中川　貴之(向陽高) 松矢　雄志(西乙訓高)

長野　浩士(西乙訓高)

八木　法子(長岡三中)

中村　文香(洛西高)

有兼　由佳(西乙訓高)

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

女
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 八木　法子(長岡九小)

女
子

３３３３

平成
13年
3月
28日
～
4月
6日

男
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 谷口　  亮(成章高)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
竹内　太郎(洛西高)

中村　立人(洛西高)

女
子 18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

菅野　都奈(向陽高)

坂田　紘司(洛西高)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
島　　宏樹(洛西高) 木下　雄介(向陽高) 宇都宮　立(西乙訓高) 黒田　亮介(西乙訓高)

椋田　敏史(成章高) 島　　宏樹(洛西高)

坂口　紘司(洛西高) 仁張　弘毅(向陽高)

２２２２

平成
12年
3月
27日
～
3月
29日

男
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 木下　雄介(向陽高)

女
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 菅野　都奈(向陽高)

河合麻衣子(洛西高)

芦田　友紀(洛西高)
18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

川上　　恵(洛西高)

滝下　沙樹(洛西高)

坂田　　葵(洛西高)

西田　健二(西乙訓高)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
川上　　恵(洛西高) 有兼　由佳(西乙訓高) 河合　陽子(洛西高)

滝下　沙樹(洛西高) 澤田　千晶(西乙訓高) 金谷　祥美(洛西高)

川上　　恵(洛西高)

岩中　良太(西乙訓高)

男
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

女
子

藤本　　仁(洛西高) 木南　圭介(西乙訓高) 東　　秀樹(向陽高)

山本真由美(洛西高)

時田　　佳(洛西高) 中田　　匠(西乙訓高) 高居　裕也(向陽高)

時田　　佳(洛西高) 長田　大作(西乙訓高) 高居　裕也(向陽高)１１１１

平成
11年
3月
29日
～
3月
31日

川上　　恵(洛西高)

木場　春奈(洛西高)

山本真由美(洛西高) 山本久里子(洛西高)

坂田　　葵(洛西高)18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

上岸　彩花(西乙訓高)

澤田　千晶(西乙訓高) 有兼　由佳(西乙訓高)

宮本　悠里(西乙訓高)

開催なし

林　　里佳(洛西高) 平野　雅予(向陽高)

土居　逸美(洛西高) 後藤さゆ紀(向陽高) 西田　　希(ﾎﾜｲﾃｨ)

芦田伸一郎(西乙訓高)

寺尾　祐一(Balle Blanche)

土居　逸美(洛西高)

香田　孟彦(Balle Blanche)

花田　浩二(西乙訓高) 成山　拓也(京都明徳高)

中川　貴之(向陽高) 小西　唯介(向陽高)

植田　祥平(向陽高)

堀江　達也(向陽高)

石田　　翼(洛西高)

土井優香里(同志社女子中)

藤川　皓平(洛西高)

中村　文香(洛西高)

鵜木　友美(向陽高) 藤岡　優美(西乙訓高)

多田梨沙子(大枝小)

下村　麻瑞(川岡東小)

中村　文香(洛西高) 長島沙央里(洛西高)

山下　　恵(洛西高) 中島　梨恵(商業高)

道家さやか(西山高) 横江　侑未(洛西高)

有兼　由佳(西乙訓高) 横江　侑未(洛西高)

上田　典子(向陽高) 坂木　友香(洛西高) 宮本　悠里(西乙訓高) 川上　愛美(洛西高)

８８８８

平成
18年
3月
18日
～
4月
2日

男
子

二塚　裕介(八幡高) 中川　貴之(向陽高)

女
子

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

清水　貴之(西乙訓高)

岩田　三代(向陽高)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
清水　貴之(西乙訓高)

長田　大作(西乙訓高)

林　　由佳(洛西高)

山口　直彦(東山高)

野中　康生(西乙訓高)

松本　千明(湯山ＴＳ)

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

種　　別

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ



歴代表彰者一覧歴代表彰者一覧歴代表彰者一覧歴代表彰者一覧

回 性

　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　)
　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　)

　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　)

　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　)

　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　)

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　)

　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　)
　　　　　(　　　) 　　　　　(　　　)

15151515

平成
25年
　月
　日
～

　月
　日

男
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 　　　　　(　　　)

女
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 　　　　　(　　　)

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 　　　　　(　　　)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

優　　勝 準　優　勝 ３　　位 ３　　位

10101010

平成
20年
3月
15日
～
4月
2日

男
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

女
子

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

柴田　雄伍(ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ)

森田　康揮(長岡四中)

高木　翔平(八幡高)

佐藤　彰洋(西乙訓高)

和田　　唯(長岡京JTTC)

村瀬　千夏(長岡三中)

寺尾　俊介(洛西高) 佐々木聡士(神足TC)

寺尾　祐一(京都両洋高)

徳岡　由莉(洛西高)

戸山　　燎(久世西小)

佐藤　彰洋(西乙訓高)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
香田　孟彦(洛西高) 関　　竜一(乙訓高) 吉田　優作(向陽高)

松矢　義規(京都国際高) 野村　　岳(乙訓高) 横田　友和(向陽高)

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 佐々木聡士(長岡三中)

伊藤なつみ(乙訓高)

東垣　杏奈(神足小)

岸　　涼香(男山東中)

渡部　裕祐(Tennis Bullet)

木崎　菜那(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ樟葉)

澤　　唯佳(神足小)

森田　隼平(長岡五小)

高畠　尭将(洛西高)

松本　克久(神足ＴＣ)

安荘　勇気(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ樟葉)

神崎　将嗣(ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ)

村瀬　早香(長岡四小)

村井　章記(京都明徳高)

小田村萌依(乙訓高)

小林美由起(京都すばる高) 新貝　真優(Tennis Bullet)

柴田　雄伍(向陽高)

９９９９

平成
19年
3月
17日
～
4月
2日

男
子

女
子

二塚　善信(京都八幡高)

井上真理菜(北槙島小)

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

伊藤　　技(乙訓高)

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 稲荷　思歩(長岡中)

野田みなみ(梅津小)

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 稲荷　思歩(長岡中)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
村瀬　早香(長岡四小) 村瀬　千夏(長岡三中)

外村　璃絵(同志社香里中)

森　　環名(ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ)

新貝　真優(草津市松原中)

二塚　善信(京都八幡高)

小笹　悠歩(嵐山東小)

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 三古　景子(長岡京JTTC) 森　　環名(ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

八木　法子(洛西高)

家邉　聖治(高倉小)永田　寿輝(神足ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

東垣　杏奈(長岡京JTTC)

番　　爽香(勝山中)

稲荷　興心(神足小)

稲荷　思歩(長岡中)

11111111

平成
21年
3月
14日
～
3月
23日

男
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

女
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

大田紗矢果(桂坂小)

遠山　恭平(広野中)佐々木聡士(西乙訓高)

田林　由夏(神足TC)

松矢　義規(京都国際高)

山本ひかり(神足TC) 金村　菜摘(洛西高) 村瀬　早香(長岡四小)

二塚　善信(京都八幡高) 佐々木聡士(西乙訓高)

中東　　弾(京都八幡高) 柴田　雄伍(向陽高) 遠藤　鷹一(TCｾﾌﾞﾝｽﾘｰ) 小谷　拓哉(西乙訓高)

小野崎　翔(洛西高)

山根　一真(長岡九小)

高田阿以理(洛西高) 岸　　涼香(京都八幡高) 八木　法子(洛西高)

小山　柚希(湯山泰次TS)

森田　隼平(長岡４中) 二塚　智之(京都八幡高)

岸　　涼香(京都八幡高)

高田阿以理(洛西高) 中村　美乃(嵯峨中) 守本ひとみ(洛西高) 藤原　清美(京都八幡高)

野口佐智恵(洛西高)

東出　夏路(城西小) 池内　鈴奈(広沢小)

13131313

平成
23年
３月
12日
～

３月
22日

男
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 北村　　諒(西乙訓高)

女
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 中村　美乃(山城高)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 家邉　聖治(龍谷大平安中)

土岡　亜純(大原野中) 番　　爽香(勝山中)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
高田阿以理(洛西高)

村瀬　千夏(洛西高) 坂根みのり(木幡中) 土岡　亜純(大原野中)

番　　爽香(勝山中) 森　　環名(神川中)

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 大田紗矢果(桂坂小) 澤井真優実(御蔵山小) 小林　葉月(長岡京JTTC)

北村　　諒(西乙訓高)

森田　康輝(西乙訓高)

柴田　雄伍(向陽高) 古澤　翔太(立命館宇治中)

古澤　翔太(立命館宇治中) 横山　由樹(東宇治中)

12121212

平成
22年
3月
13日
～
3月
21日

男
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 佐々木聡士(西乙訓高)

女
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 高田阿以理(洛西高)

柴田　雄伍(向陽高)

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 清水　　佑(瀬田北中)

遠山　恭平(莵道高) 衣川　浩希(京都八幡高) 森田　康揮(西乙訓高)

樋口　貴也(神足TC)

中野　紗希(長岡京JTTC)

岸　　涼香(京都八幡高)

橋本　優実(京都八幡高)

岸　　涼香(京都八幡高)

西浦　翔太(草津中) 宮下　昌幸(瀬田北中)

横山　由樹(莵道高) 桝井　嵩人(京都八幡高) 北村　　諒(西乙訓高) 岩田　将弥(東稜高)

寺尾　紘輝(長岡中)

森田　隼平(長岡第４中)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
佐々木聡士(西乙訓高) 小山　柚希(梅津中) 遠山　恭平(広野中)

香山　豪大(久世西小)

福島　悠太(西京高)

―――――――――――

山居　泰英(東稜高)

森　　環名(神川中) 土岡　亜純(大原野中) 村瀬　千夏(洛西高)

山田　果穂(蜂ヶ岡中) 辻　真理子(山城高) 土岡　亜純(大原野中)
18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

古澤奈津実(立命館宇治中) 小西 美穂(樫原中) 稲荷　思歩(山城高)

西川　詩月(ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ)14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 古澤　優奈(梅津北小) 山田　莉穂(嵯峨野小) 中野　紗希(長岡京JTTC)

森　　環奈(神川中)
大上 莉央(東宇治中)

14141414

平成
24年
２月
25日
～

３月
20日

男
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

女
子

18歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

14歳以下ｼﾝｸﾞﾙｽ

二塚　智之(京都八幡高) 東　　拓朗(南陽高)

木下　卓海(洛西高) 能勢　拓馬(洛西高) 西澤　勇太(西京高) 永田　寿輝(両洋高)

古田　啓悟(洛西高) 福島　尚人(勝山中)

今中　那雄(小倉小) ―――――――――――

能勢　拓馬(洛西高) 石橋　拓巳(西ノ丘中) 藤木　翔真(京都八幡高) 杉山　航洋(南陽高)

笹尾　泰生(東角小) 佐伯　栄朗(岡屋小)

川島　　愛(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾃﾆｽ宝ヶ池) 中村　美乃(山城高)

山田　果穂(蜂ヶ丘中) 大田紗矢果(大枝中) 北村美紗季(旭丘中) 土岡　亜純(洛西高)

橋本　実結(勝山中) 森　　環名(同志社女子高)

西川　詩月(ｸﾞﾘｰﾝﾅｳ) 川上　彩貴(長岡四小)

奥田　日向(二条中) 島井　美帆(同志社女子高) 松本　果歩(舞鶴ｸﾞﾘｰﾝTC) 江原　菜未(山城高)

古澤　優奈(ITC京都西) 尾山奈津実(藤城小)

東田　茉美(勝山中)

有吉　麻綾(桃山中)

高木　翔平(京都八幡高)

東田　茉美(勝山中)

松本　克久(長岡九小) 森田　大輝(弘道小)

森田　隼平(長岡五小)

佐々木聡士(神足TC)

長瀬　優也(向陽高)

奥村　貴之(向陽高)

18歳以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

種　　別


