
コート番号

　日　時

１０：００

成年男子 成年男子 成年女子 成年女子 少年男子 少年男子

第１日目 ＭＡ１ ＭＢ１ ＷＡ１ ＷＢ１ ＢＡ１ ＢＢ１

兵庫－大阪 奈良－和歌山 和歌山－京都 奈良－滋賀 兵庫－大阪 奈良－和歌山

８月２０日（土） 成年男子 成年男子 成年女子 成年女子 少年男子 少年男子

ＭＡ２ ＭＢ２ ＷＡ２ ＷＢ２ ＢＡ２ ＢＢ２

予選リーグ 大阪－京都 和歌山－滋賀 京都－兵庫 滋賀－大阪 大阪－滋賀 和歌山－京都

成年男子 成年男子 成年女子 成年女子 少年男子 少年男子

ＭＡ３ ＭＢ３ ＷＡ３ ＷＢ３ ＢＡ３ ＢＢ３

兵庫－京都 奈良－滋賀 和歌山－兵庫 奈良－大阪 兵庫－滋賀 奈良－京都

成年男子 成年男子 成年女子 成年女子 少年男子 少年男子

Ｍ１ Ｍ２ Ｗ１ Ｗ２ Ｂ１ Ｂ２

第２日目

成年男子 成年男子 成年女子 成年女子 少年男子 少年男子

８月２１日（日） Ｍ３（決勝） Ｍ４（５決） Ｗ３（３決） Ｗ４（５決） Ｂ３（３決） Ｂ４（５決）

決　　勝 成年男子 成年女子 少年男子

Ｍ５（３決） Ｗ５（決勝） Ｂ５（決勝）

１５：００

１１：３０

１３：００

表　　　　　彰　　　　　式

大　　会　　日　　程
会場　：　西山公園体育館

１０：３０

１２：３０

１４：３０

１０：００

開　　　　　始　　　　　式

５ ６１ ２ ３ ４



第１日目　８月２０日（土）

成年男子予選リーグ

種別 ゾーン 府県名 兵庫 大阪 京都 勝 負 順位

兵庫 ＭＡ１ ＭＡ３

大阪 － ＭＡ２

京都 － －

ゾーン 府県名 奈良 和歌山 滋賀 勝 負 順位

奈良 ＭＢ１ ＭＢ３

和歌山 － ＭＢ２

滋賀 － －

成年女子予選リーグ

種別 ゾーン 府県名 和歌山 京都 兵庫 勝 負 順位

和歌山 ＷＡ１ ＷＡ３

京都 － ＷＡ２

兵庫 － －

ゾーン 府県名 奈良 滋賀 大阪 勝 負 順位

奈良 ＷＢ１ ＷＢ３

滋賀 － ＷＢ２

大阪 － －

少年男子予選リーグ

種別 ゾーン 府県名 兵庫 大阪 滋賀 勝 負 順位

兵庫 ＢＡ１ ＢＡ３

大阪 － ＢＡ２

滋賀 － －

ゾーン 府県名 奈良 和歌山 京都 勝 負 順位

奈良 ＢＢ１ ＢＢ３

和歌山 － ＢＢ２

京都 － －

予選リーグ対抗戦表
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参加選手名　簿

成年男子 �成年女子 �少年男子 

兵 庫 県 �堅督 �横田i英士 �酒井　将之 �友金　幸雄 

エロ1 �（大和製衡株式会社） �（三菱電機株式会社） �（神戸村野工業高等学校（教）） 

主将 �鈴木雄一朗 �大迫　晴加 �戸内　佑亮 
（大和製衡株式会社） �（三菱電機株式会社） �（神戸村野工業高等学校） 

選手 �松浦　晋太郎 �木戸・美咲 �河野　匠真 
（大和製衡株式会社） �（三菱電機株式会社） �（神戸村野工業高等学校） 

黄　積釧 �杉野　文保 �友金　利玖斗 
（大和製衡株式会社） �（龍谷大学） �（神戸村野工業高等学校） 

和 �監督 �山本　慎二 �奥田　健太 �谷口　宏紀 

（和歌山県立粉河高等学校（教）） �（和歌山県立新宮高等学校＿（教）） �（和歌山県立耐久高等学校（教）） 

主将 �山東　亮太 �若田　美沙 �山本　純平 
歌 山 県 ��（岩出市役所） �（株式会社紀陽銀行） �（和歌山県立耐久高等学校） 

選手 �村上　俊 �関川　容子 �岸部　凌 
（和歌山県立たちばな支援学校（教）） �（株式会社紀陽銀行） �（和歌山県立耐久高等学校） 

北原　惇史 �花野　里沙子 �天野　未郷 
（和歌山県福祉事業団） �（関西学院大学） �（和歌山県立耐久高等学校） 

奈 良 県 �監督 �武野　忠 �長岡　令子 �堀　嵩 

（株式会社Nmファシリティーズ関西） �（育英西中学校・高等学校（教）） �（奈良大学附属高等学校（教）） 

・主将 �石黒　貴司 �辻田　真希 �佐藤　昌哉 
（同志社大学） �（龍谷大学） �（奈良大学附属高等学校） 

選手 �花井　航 �辻田　つかさ �東　恒太 
（京都産業大学） �（日本体育大学） �（奈良大学附属高等学校） 

中嶋　遼 �木村綾花 �前川　裕駿 
（関西大学） �（同志社大学） �（奈良大学附属高等学校） 

滋 賀 県 �監督 �酒井　良之 �北橘　進 �仲尾　修一 

（株式会社近江兄弟社） �（滋賀県立堅田高等学校（教）） �（比叡山高等学校（教）） 

主将 �河崎　駿輔 �田岸　美幸 �藤原　圭祐 
（法政大学） �（北翔大学） �（比叡山高等学校） 

選手 �西川　裕次郎 �工藤　瞳 �三宅　将平 
（法政大学） �（日本体育大学） �（比叡山高等学校） 

清水　智彦 �勝　洋子 �大屋　亮悟 
（龍谷大学） �（日本体育大学） �（比叡山高等学校） 

大 阪 府 �監督 �谷田　尚嗣 �西上　正一 �有田　圭一 

（大阪借星学園高等学校（教）） �（大阪市立山之内小学校（職）） �（箕面自由学園高等学校（教）） 

主将 �井谷　和弥 �鈴木　智子 �高尾　直佑樹 
（トリッキーパンダース） �（プレンティグローバルリンクス株式会社） �（東大阪大学柏原高等学校） 

．選手 �高階　知也 �春木　真奈 �川本　虎之介 
（トリッキーパンダース） �（プレンティグローバルリンクス株式会社） �（東大阪大学柏原高等学校） 

松本．康平 �森　みず穂 �高橋　慶 
（早稲田大学） �（龍谷大学） �（東大阪大学柏原高等学校） 

京 都 府 �監督 �平野　耕司 �村尾　勉 �山本　裕幸 

（ピーウェイ株式会社） �（同志社女子大学（職）） �（京都府立乙訓高等学校（教）） 

主将 �常山　明良 �朝岡　依純 �並lIi莫大 
（三菱自動車京都） �（龍谷大学） �（京都府立乙訓高等学校） 

選手 �疋田　聖也 �嶺井優希 �西　達也 
（三菱自動車京都） �（龍谷大学） �（京都府立乙訓高等学校） 

吉川　改 �野田　千遥 �中山　東季 
（三菱自動車京都） �（龍谷大学） �（京都両津高等学校） 


