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木戸 翔太郎② 竹中 大輔②
粟津 陽太① 松浦 聖空①

山木 晴仁① 森川 慶也②
臼木 駿① 上田 航輝②

塩谷 陽希② 嶋岡優弥①
八木 陸渡② 細川創大②

中島 壮琉② 武田 櫂斗①
山田 楓雅② 西尾 陸杜①

渡邊 勝太② 松橋 悠斗②
伊井 慧悟② 西川 直希②

窪田 翔真① 辻元 陽貴②
酒井 颯汰① 青江 直輝②

岡田 晃典① 田口 真潤②
瀧本 詠也① 井上 楓②

西上 宗汰② 吉田 英資①
上田 瑛翔② 奥田 崇皓①

岡嶋 倖生② 山本 唯人②
葛城 瑞樹② 有馬 蒼大②

市木 大翔② 山門 聖七②
川北 遼太郎② 小野 専凱②

川村 陸② 小森 春輝②
芝辻 杏織① 髙宮 圭一郎①

金尾 和② 高松 敬②
石津 雄大① 川上 翼①

松本 陽人① 松下 拓磨②
鳥居 知樹② 板谷 省吾①

前原 颯② 大橋 奏斗①
石松 翔② 田中 涼太①

米田 匠太郎② 岩見 優輝②
橋本 太朗② 金 泰誠①

遠藤 晴斗②
古田 俊成②

廣田 登士① 谷山 拓幹①
松枝 鴎祐① 田中 秀征①

日下 魁人② 瀧 友太郎①
髙塚 真登② 隅田 悠斗①

山中 崇暉② 前波 泰司②
辰巳 大河② 中田 龍馬①

緒方 秀羽② 堀田 悠晃①
山根 都羽② 西川 昂希①

辰巳 和也② 片桐 朝成②
山村 伊吹② 矢野 聖也①

後藤 永醐① 田仲 柊斗②
後藤 将仁② 河合 良太①

3 (帝塚山)

4 (高円)

[1] 1 (奈良育英)

2 (奈良)

7 (生駒)

8 (磯城野)

5 Bye

6 (御所実業)

11 (奈良学園)

[16] 12 (奈良学園登美ヶ丘)

9 (一条)

10 (西大和学園)

15 (生駒)

16 (高取国際)

[9] 13 (西大和学園)

14 (東大寺学園)

19 (奈良)

20 Bye

17 Bye

18 (奈良女子大学附属)

23 (国際)

[8] 24 (一条)

21 (王寺工業)

22 (奈良学園)

27 (奈良南)

28 (奈良学園)

[5] 25 (奈良育英)

26 (一条)

31 (奈良)

32 (高円)

29 Bye

30 (生駒)

35 (西大和学園)

[12] 36 (東大寺学園)

33 (奈良女子大学附属)

34 (生駒)

39 (奈良)

40 (東大寺学園)

[13] 37 (奈良学園)

38 (一条)

43 (国際)

44 Bye

41 (帝塚山)

42 (西大和学園)

47 (生駒)

[4] 48 (奈良育英)

45 (奈良学園登美ヶ丘)

46 (奈良)
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中村 仁哉② 中村 凌人②
山本 翔平② 三谷 海人①

唐木 春樹① 森田 幸太郎②
笠目 琥太郎① 橋本 海斗①

江川 幸輝② 谷村 海惺①
水口 博統② 中村 彰①

安濃田 昊暉② 日髙 暁稀①
塩見 颯人② 大久保 天陽①

稲本 醒駿① 吉田 亘希①
岩見 海里① 河原 響育①

曽根 靖智② 今西 遼太郎②
飯野 雄大② 小松 俊介②

吉田 智紀②
藤久保 歩夢①

菊池 志道① 谷川 竣哉①
青山 遥希① 伊藤 凜貴②

城山 祥太② 宮崎 恵輔②
大坪 怜史② 荒川 真杜②

乾 惺太② 夛根井 穂高①
橋本 七輝② 青木 康輝①

吉村 潤① 田辺 陽太①
樫山 悠人② 山田 壮一郎②

片岡 真太郎② 倉田 凛成①
飯島 拓也② 橋本 陽成①

松岡 昊汰① 長谷川 修大②
浦 大貴① 藤岡 宏貴②

西置 悠人① 瀬川 悠人②
西置 拓真① 大東 奎介①

平井 敦也① 佐伯 駿太②
平石 隼大① 松田 智陽②

上北 真輝②
佐野 倖友①

友井 京介② 杉本 英駿②
栗原 瑞生② 山田 唯楓②

今西 陸翔② 萩原 昴②
松原 悠也① 中原 健心②

葉山 祐器① 小柳 拓翔②
青木 海翔① 垂見 大翼②

黒沢 陽① 小西 遼佑①
隅谷 正麻① 新治 博人①

西川 峻平① 高野 博貴②
吉水 陽巳① 灘 大樹②

坂根 瑛太① 渡辺 直生②
門野 修也② 藤本 結優①

51 (生駒)

52 (西大和学園)

[3] 49 (奈良学園)

50 (国際)

55 (奈良)

56 (奈良育英)

53 Bye

54 (奈良)

59 (一条)

[14] 60 (東大寺学園)

57 (西和清陵)

58 (生駒)

63 (高円)

64 (奈良)

[11] 61 (奈良学園)

62 (奈良女子大学附属)

67 (王寺工業)

68 Bye

65 Bye

66 (帝塚山)

71 (生駒)

[6] 72 (奈良学園登美ヶ丘)

69 (西大和学園)

70 (一条)

75 (奈良女子大学附属)

76 (奈良学園)

[7] 73 (奈良育英)

74 (高取国際)

79 (王寺工業)

80 Bye

77 Bye

78 (生駒)

83 (奈良)

[10] 84 (西大和学園)

81 (帝塚山)

82 (生駒)

87 (奈良学園登美ヶ丘)

88 (奈良)

[15] 85 (奈良学園)

86 (一条)

91 (西大和学園)

92 Bye

89 (高円)

90 (生駒)

95 (帝塚山)

[2] 96 (奈良育英)

93 (東大寺学園)

94 (国際)


