
宮原尚輝 鐘ヶ江 了

(宝塚西） 60 62 (TDC)

小林 省吾 6 2

(花雲雀)

奈良平 祥 梶原 光一郎

(宝塚東） 60 (県宝塚)

山本陽介 藤田 裕之

(ﾉｱ宝塚） (一般)

伊藤正幸 wo 61 植木 浩司

(一般） 60 63 (宝塚TC)

伊藤圭外 近藤 祐史

(御殿山中） 61 (ｺﾅﾐ)

田中 達 北條 幸佑

(宝塚高） (宝塚東)

黒田真太郎 63 64 歳岡 晃

(宝塚TC） (TOD)

藤原 卓 64 64 岡田 拓也

（ﾉｱ宝塚） (一般)

森野友真 64 61 国井 延亮

(宝塚北） 61 wo (一般)

浜田聡一 中井 翔太

(花雲雀) 62 64 (ﾉｱ宝塚)

田中 宏樹 山口 開人

(宝塚西) (宝塚西)

楠 恵太 62 62 河本 卓也

(一般) (宝塚市役所)

近藤 浩介 64 太田 真悟

(宝塚TC) 60 (宝塚北)

佐々部 紳也 時本 倫典

(宝塚東) (宝塚TC)

中山 信 62 61 谷口 直人

(甲子園TC) (御殿山中)

福田 将 wo 60 大植 駿

(県宝塚) (長尾中)
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Bye

4

7
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宮城 一郎



田中 悠貴彦 宮城 一郎

(WET) 64 60 (宝塚TC)

田盛 海斗 Bye

(宝塚東) 6 4

小島 壮太 61 大羽 佑斗

(一般) 75 62 (宝塚東)

玉田 知暉 森本 建太

(宝塚北) (宝塚北)

足立 賢士 63 61 西出 修一郎

(宝塚TC) 62 60 (一般)

岩戸 大樹 早瀬 弘英

(御殿山中) 75 62 (一般)

赤澤 慶成 番匠谷 大地

(宝塚西) (県宝塚)

向井 達哉 62 62 山田 浩之

(県宝塚) (一般)

堀川 淳司 61 61 正置 耕一

(ﾉｱ宝塚) (一般)

新田 晃大 61 wo 黒木 浩二郎

(宝塚TC) 61 61 (一般)

平野 裕太 坂本 一登

(宝塚東) 62 63 (宝塚東)

仲村 克裕 氏家 武志

(一般) (宝塚西)

中原 諒 61 64 丸岡 健人

(宝塚北) (ﾉｱ宝塚)

山崎 晃一 60 林 侑蔵

(WET) 62 63 (宝塚北)

岩崎 順 斉藤 政彦

(一般) (一般)

高橋 健人 64 61 大橋 佑矢

(県宝塚) 61 (御殿山中)

Bye 澤 康明

(MTC)

谷 大輔 wo 75 岡本 駿

(御殿山中) (宝塚北)
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田中 慎一 柳原 誠

宮城 一郎



原田 直宜 谷田 大和

(宝塚TC) 63 64 (宝塚TC)

八島 和也

(ﾉｱ宝塚) 7 5

吉原 幸佑 61 杉本 匡弘

(TOD) 61 (今中ﾃﾆｽﾌｧﾐﾘｰ)

山中 勇 佐々木 遼太

(一般) (県宝塚)

平塚 大貴 62 wo 村上 豊

(宝塚東) 64 60 (TDC)

田中 慎一 大本 宗治

(ﾌﾗｲﾃﾞｰﾅｲﾄ) 60 wo (PLTC)

藤本 隼士 宮脇 卓也

(県宝塚) (一般)

中村 智浩 62 61 久保田 佳祐

(一般) (ﾁｰﾑまっち)

百瀬 奏 ｗｏ 64 楫原 修

(御殿山中) (WET)

石田 尚 62 wo 山口 樹

(宝塚北) 60 63 (宝塚北)

神尾 拓馬 皐月 太郎

(ﾁｰﾑまっち) 75 61 (一般)

長谷川 雅隆 井上 晃一

(一般) (ﾉｱ宝塚)

山田 尚輝 63 61 佐藤 大輝

(御殿山中) (宝塚東)

築本 祐久 63 62 渡辺 弘樹

(宝塚西) 61 62 (御殿山中)

西 耕平 中村 良馬

(宝塚TC) (県宝塚)

藤村 幸司 60 60 中村 俊孝

((有)藤･司） (CTC)

大谷 順也 62 75 坂田 健一郎

(花雲雀) (一般)
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柳原 誠 大塚 淳平

(一般) 60 64 (TOD)

6 3

津田 智雄 梅本 康平

(一般) 60 62 (一般)

藤江 直哉 山里 直也

(宝塚東) (御殿山中)

坂田 燎亮 62 鳥井 亮

(宝塚TC) 60 (宝塚高)

村田 拓未 進藤 樹

(御殿山中) 62 62 (宝塚西)

光川 誠 鈴木 好明

(宝塚西) (PLTC)

野村 義也 62 60 永田 聖

(ﾉｱ宝塚) (宝塚東）

佐竹 且也 61 ｗｏ 大塚 晃平

(PLTC) (一般)

望月 秀昭 61 63 島村 昌孝

(一般) 64 60 (WET)

小野 貴嗣 川上 賢浩

(ﾁｰﾑまっち) 61 60 (ﾉｱ宝塚)

斎藤 周 足立 羽翼

(WET) (県宝塚)

宮木 宏 62 山中 将司

(ﾃﾆｽﾋﾙ仁川) (一般)

浜田 悠夢 63 61 佐田 紀文

(宝塚東) 62 63 (一般)

松村 健弘 勇 亮太郎

(TOD) (宝塚東)

佐々木 貴将 60 60 折谷 泰治

(県宝塚) 75 ((有)藤･司)

大平 桂也

(御殿山中)

衛藤 雅弘 60 61 中村 光芳

(一般) (MTC)
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優勝・ 6 3大植 駿 柳原 誠
(長尾中) (一般)


