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№ 氏名 所属 氏名 所属
1 三宅信一郎 MiC 能勢智子 ﾏｳﾝﾃｨﾝTC
2 北川朗大 MiC 岡本麗子 ﾏｳﾝﾃｨﾝTC
3 岡　宗一郎 MiC 時枝廣恵 ﾏｳﾝﾃｨﾝTC
4 金子浩司 MiC 木下早織 ﾏｳﾝﾃｨﾝTC
5 林　幹也 MiC 楠石千穂 ﾏｳﾝﾃｨﾝTC
6 山本福雄 MiC 辻垣内容子 ﾏｳﾝﾃｨﾝTC
7 安平　誠 MiC 幡井雅美 ﾏｳﾝﾃｨﾝTC
8 高橋秀貴 MiC 西村由美 ﾏｳﾝﾃｨﾝTC
9 大西寛人 ｸﾞﾘｰﾝTC 神野由加利 ﾏｳﾝﾃｨﾝTC
10 木村博信 ｸﾞﾘｰﾝTC 元谷行子 ﾏｳﾝﾃｨﾝTC
11 長田圭司 ｸﾞﾘｰﾝTC 大谷昌子 ｸﾞﾘｰﾝTC
12 阪中　潤 ｸﾞﾘｰﾝTC 板垣 めぐみ ｸﾞﾘｰﾝTC
13 片桐堅太郎 ｸﾞﾘｰﾝTC 斉藤由紀 ｸﾞﾘｰﾝTC
14 磯野武志 ｸﾞﾘｰﾝTC 阪中真由美 ｸﾞﾘｰﾝTC
15 大谷明広 TEAM SASUKE 島本久仁 ｸﾞﾘｰﾝTC
16 辻垣内亨夫 TEAM SASUKE 土井美江 ｸﾞﾘｰﾝTC
17 板垣建冶 TEAM SASUKE 中井佳代子 ｸﾞﾘｰﾝTC
18 平畑浩伸 TEAM SASUKE 三井里美 ｸﾞﾘｰﾝTC
19 大道浩基 TEAM SASUKE 長尾　梓 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画
20 橘　賢治 ﾏｳﾝﾃｨﾝTC 木下真美子 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画
21 川端亮弘 和商ｸﾗﾌﾞ 園部慶子 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画
22 浜端　晃 和商ｸﾗﾌﾞ 竹村育子 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画
23 北原紀幸 和商ｸﾗﾌﾞ 松井理加 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画
24 堀岡啓二 和商ｸﾗﾌﾞ 小倉麻美 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画
25 田島穂高 和商ｸﾗﾌﾞ 浅野玲子 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画
26 高松辰徳 和商ｸﾗﾌﾞ 山隈弘美 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画
27 岡本和也 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画 根田久美 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画
28 仁坂憲彦 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画 大亦清美 和歌山インドアTC
29 山田岳幹 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画 佐本美佐子 和歌山インドアTC
30 山田修吾 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画 園村良子 和歌山インドアTC
31 佐々中英典 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｽ企画 田中沙耶 和歌山インドアTC
32 藤井行将 花王TC 海老江美紀 和歌山インドアTC
33 多勢雄一郎 花王TC 梅本さえ子 スウィートクローバー

34 鈴木憲一 花王TC 北村清美 スウィートクローバー

35 畑　宏昌 花王TC 中西かおり スウィートクローバー

36 浜田大輔 花王TC 中居沙弥香 TEAMよっしゃああー
37 小島明史 ﾃﾞｺﾙﾃ･ｴｽﾃｨｵ･ﾌﾟﾛ 山岸政美 TEAMよっしゃああー
38 中島周作 ﾃﾞｺﾙﾃ･ｴｽﾃｨｵ･ﾌﾟﾛ 植村日登美 BASARA CLUB
39 東出祥典 ﾃﾞｺﾙﾃ･ｴｽﾃｨｵ･ﾌﾟﾛ 後藤瑞穂 BASARA CLUB
40 土橋雅弘 ﾜｶﾔﾏTS 金川かをる WATS
41 吉松敬亨 ﾜｶﾔﾏTS 藤本美紀 WATS
42 平尾浩一 ﾜｶﾔﾏTS 上村千恵子 WATS
43 天野友裕 ﾜｶﾔﾏTS 新田訓子 MiC
44 藤林　徹 ﾜｶﾔﾏTS 田畠知子 ﾚﾄﾘｰﾊﾞｰ
45 柳野昌幸 ﾜｶﾔﾏTS 大橋ゆかり Team Vest
46 角間　剛 ﾉｰﾘﾂ鋼機TC 角　真理子 Team Vest
47 出口貴浩 ﾉｰﾘﾂ鋼機TC 塚崎睦実 ｱｸﾃｨｽTS海南
48 五十嵐　亮 ﾉｰﾘﾂ鋼機TC 東　望未 和歌山大学
49 向原　武 Team Vest 佐藤加奈子 ISTA
50 中川雅也 ﾍﾟﾅﾝｶﾞﾗﾝ 松井由佳 レディバード

51 吉垣内孝俊 ﾍﾟﾅﾝｶﾞﾗﾝ 冷水祥子 松江TC
52 桑添公博 ﾅｶﾞSC 鈴木悦子 ﾜｶﾔﾏTS
53 森川雄大 三菱電機 木下智子 ﾜｶﾔﾏTS
54 早川隆洋 和医大硬式TC 吾妻記久子 ﾋﾙﾄｯﾌﾟ
55 中谷行宏 和医大硬式TC 圦本智子 フォレストTC

56 林　京平 ﾅｲﾄﾘﾊﾞｰｽﾞ
57 阪田典史 ﾅｲﾄﾘﾊﾞｰｽﾞ
58 南　政雄 ﾅｲﾄﾘﾊﾞｰｽﾞ
59 西岡晋作 LEVEL 4
60 小原　均 ＥＮＯ
61 中尾晴信 TC四季
62 中納亮介 ｾｶﾝﾄﾞｻﾀﾃﾞｲｽﾞ
63 西端泰宏 T.G.I.F

64 下村知雄 海南市役所TC
65 堀川康裕 GLANZ T.T.
66 貴志洋平 日赤TC
67 前　昌治 県庁TC
68 桝谷吉晃 ﾅｲﾝﾃｨｰｽﾞ
69 岡本崇嗣 千歳園
70 橋本充司 BASARA CLUB
71 真砂信次郎 BASARA CLUB
72 永澤敦志 BASARA CLUB

（順不同）

女子男子


