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(東　山)
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49
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3
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29
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1
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25 正 泰

(東　山)

花 日
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1

3

23
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3
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3

1
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2
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3

3

2

3
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3
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0
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1

3

3

3
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0

1
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1

3

3
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3

2

0
3

3
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3
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14
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前 田
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5

馬 場

0
0

1

3
20

3
3
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3
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(洛　東)
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0
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	男子シングルス
	女子シングルス


プログラム表紙





																																										2016（H28）年度





		春季高等学校卓球選手権大会



		兼　全国高校総体・近畿高等学校卓球選手権大会　府２次予選会 ケン フ











										日　時 ヒ ジ								2016(平成28)年 ヘイセイ ネン												6		月 ツキ		4		日 ニチ		(		土 ツチ		)

																														6		月 ツキ		5		日 ニチ		(		日 ニチ		)

																														6		月 ツキ		11		日 ニチ		(		土 ツチ		)						すべて9時より ジ



										会　場 カイ バ								伏見港体育館																		（ 4日）

																		伏見港体育館																		（ 5日） ニチ

																		東山高体育館 ヒガシヤマ コウ タイイクカン																		（11日）







				大　　　会　　　役　　　員     



										大　会　会　長																奥　田　 歓　信



										大 会 委 員 長　　　　　																宮　木　　 操



										大会副委員長  　　　　  　 																池　上　　 令																宮　部 　和　真 ミヤ ブ ワ マコト



										総務　																麻　田　 祐　一																丸　本 　佳　代 マル ホン ヨロシ ダイ



										庶務																米　田　 定　世 ベイ タ サダ ヨ																竝　川　 幸　子 ナミ カワ サイワイ コ

												                       

										会計																島　田　 英　明																大　畑　 良　一



										審判																　面　 智　章 メン チ ショウ																足　立　　 敦 



										記録・報道																中　谷 　勝　彦																草　木　 梨　沙 



										進行																西　村　万 寿 雄 ニシ ムラ ヨロズ コトブキ オス																岩　佐　 　悟 イワ サ サト



																										中　嶋 　晃　大　  ナカ シマ アキラ ダイ																渕　田　 貴　志 フチ タ キ ココロザシ



																										金　田　 向　平  カネ タ ムカイ ヒラ																村　上　　 竜 ムラ ウエ リュウ









								                                                                           

								                

								                                                                           

								  　　　      　　　　　　　　　　　　　

								                                                                        



記 録



参加数

		　　２０１６年度　　春季２次予選参加校 ネンド ハル キ ジ ヨセン サンカ コウ

								男 子				団体 ダンタイ				ダブルス				シングルス				参加料 サンカ リョウ

												推薦 スイセン				推薦 スイセン				推薦 スイセン

						1		101		東山		1				4		3		6		9		8400

						2		102		龍谷大平安		1				4		4		4		9		9400

																								0



						3		111		洛東				1		1		3		2		5		7000

						4		112		京都学園				1				1				1		2600

						5		113		桃山				1		1		2				2		4200

						6		114		嵯峨野				1				2				1		3600

						7		115		京都すばる				1				2				1		3600

						8		116		鳥羽				1				1				1		2600

						9		117		西京				1										1000		　市内小計 シナイ ショウケイ

						10		118		立命館				1				1				1		2600		59200

						11				洛南 ラク ナン								1						1000

						12				花園 ハナゾノ								2				1		2600

						13				京産大附属 キョウサンダイ フゾク								1						1000

						14				山城 ヤマシロ								2				1		2600

						15				洛西 ラクサイ								1						1000

						16				東稜 トウリョウ								2						2000

						17				西乙訓 ニシ オトクニ								1						1000

						18				城陽 ジョウヨウ								1						1000

						19				西城陽 ニシ ジョウヨウ								1						1000

						20				南丹 ナンタン								1						1000

																								0

																								0

						20

						21		121		福知山成美				1				5				7		10200

						22		122		府立工業				1				1				1		2600		　郡部小計 グンブ ショウケイ

						23		123		西舞鶴				1				1						2000		15800

						24				福知山 フクチヤマ								1						1000

						25																		0

						25																		0

						26																		0

												2		11		10		40		12		40		75000







								女 子				団体 ダンタイ				ダブルス				シングルス				参加料 サンカ リョウ

												推薦 スイセン				推薦 スイセン				推薦 スイセン

						51		201		華頂女子		1				2		4		4		5		7000

						52		202		龍谷大平安		1				3		3		4		4		5400

						53		203		福知山成美		1				3		2		3		5		5000

										ERROR:#N/A														0

						54		211		洛東				1		1		4				5		8000

						55		212		鳥羽				1				2						3000

						56		213		桃山				1				4				2		6200

						57		214		嵯峨野				1		1		1				2		3200

						58		215		北嵯峨				1				1				2		3200

						59		216		莵道				1				1				1		2600

						60		217		京都すばる				1				2				2		4200		　市内小計 シナイ ショウケイ

						61		218		同志社				1				3				2		5200		58800

						62				京都文教 キョウト ブンキョウ								1				1		1600

						63				洛西 ラク ニシ								1				1		1600

						64				東稜 トウリョウ								2				2		3200

						65				田辺 タナベ								1						1000

						66				西京 サイキョウ								2				1		2600

						67				西城陽 ニシ ジョウヨウ												2		1200

						66																		0

						67																		0

						68																		0

						69																		0

						70																		0

																								0

																								0

																								0

																								0



						71		221		西舞鶴				1				3				2		5200

						72		222		加悦谷				1				1				1		2600		　郡部小計 グンブ ショウケイ

						73		223		東舞鶴				1										1000		16200

						74				峰山 ミネヤマ								1						1000

						75				網野 アミノ								1						1000

						77																		0

												3		11		10		40		11		40		75000













領収書 (A4)

		ひな型　ここに記入 ガタ キニュウ																		領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土) ツチ																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



																高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ										￥																．－																華頂女子														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				7000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料 シュンキ タッキュウ センシュケン タイカイ フ ジ ヨセンカイ サンカ リョウ																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円 ガッコウ タイコウ エン										×				,		ダブルス 1000円 エン										×						，		シングルス600円 エン										×												学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		4				，		シングルス600円										×		5

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　 キョウトフ コウタイレン タッキュウ センモン ブ ブチョウ																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		0				男子 ダンシ																																																		No.		51				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		東山														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				8400										．－																龍谷大平安														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				5400										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		3				，		シングルス600円										×		9										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		3				，		シングルス600円										×		4

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		1				男子																																																		No.		52				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		龍谷大平安														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				9400										．－																福知山成美														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				5000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		4				，		シングルス600円										×		9										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス600円										×		5

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		2				男子																																																		No.		53				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		洛東														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				7000										．－																洛東														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				8000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		3				，		シングルス600円										×		5										学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		4				，		シングルス600円										×		5

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		3				男子																																																		No.		54				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		京都学園														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				2600										．－																鳥羽														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				3000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		1										学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		4				男子																																																		No.		55				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		桃山														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				4200										．－																桃山														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				6200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス600円										×		2										学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		4				，		シングルス600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		5				男子																																																		No.		56				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		嵯峨野														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				3600										．－																嵯峨野														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				3200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス600円										×		1										学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		6				男子																																																		No.		57				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		京都すばる														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				3600										．－																北嵯峨														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				3200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス600円										×		1										学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		7				男子																																																		No.		58				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		鳥羽														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				2600										．－																莵道														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				2600										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		1										学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		1

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		8				男子																																																		No.		59				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		西京														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1000										．－																京都すばる														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				4200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス600円										×		0										学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		9				男子																																																		No.		60				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		立命館														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				2600										．－																同志社														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				5200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		1										学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		3				，		シングルス600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		10				男子																																																		No.		61				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		洛南														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1000										．－																京都文教														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1600										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		0										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		1

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		11				男子																																																		No.		62				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		花園														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				2600										．－																洛西														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1600										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス600円										×		1										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		1

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		12				男子																																																		No.		63				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		京産大附属														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1000										．－																東稜														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				3200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		0										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		13				男子																																																		No.		64				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		山城														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				2600										．－																田辺														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス600円										×		1										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		14				男子																																																		No.		65				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		洛西														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1000										．－																西京														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				2600										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		0										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス600円										×		1

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		15				男子																																																		No.		66				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		東稜														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				2000										．－																西城陽														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス600円										×		0										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		16				男子																																																		No.		67				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		西乙訓														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1000										．－																0														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				0										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		0										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		17				男子																																																		No.		68				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		城陽														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1000										．－																0														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				0										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		0										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		18				男子																																																		No.		69				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		西城陽														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1000										．－																0														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				0										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		0										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		19				男子																																																		No.		70				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		南丹														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1000										．－																西舞鶴														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				5200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		0										学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		3				，		シングルス600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		20				男子																																																		No.		71				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		福知山成美														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				10200										．－																加悦谷														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				2600										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		5				，		シングルス600円										×		7										学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		1

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		21				男子																																																		No.		72				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		府立工業														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				2600										．－																東舞鶴														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		1										学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		22				男子																																																		No.		73				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		西舞鶴														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				2000										．－																峰山														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		0										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		23				男子																																																		No.		74				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		福知山														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1000										．－																網野														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				1000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		0										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		24				男子																																																		No.		75				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		0														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				0										．－																ERROR:#N/A														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス600円										×		0										学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス600円										×		ERROR:#N/A

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		25				男子																																																		No.		76				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		0														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				0										．－																0														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				0										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス600円										×		0										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		26				男子																																																		No.		77				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		ERROR:#N/A														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				ERROR:#N/A										．－																ERROR:#N/A														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス600円										×		ERROR:#N/A										学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス600円										×		ERROR:#N/A

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		27				男子																																																		No.		78				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		ERROR:#N/A														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				ERROR:#N/A										．－																ERROR:#N/A														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス600円										×		ERROR:#N/A										学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス600円										×		ERROR:#N/A

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		28				男子																																																		No.		79				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		ERROR:#N/A														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				ERROR:#N/A										．－																ERROR:#N/A														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス600円										×		ERROR:#N/A										学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス600円										×		ERROR:#N/A

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		29				男子																																																		No.		80				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		ERROR:#N/A														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				ERROR:#N/A										．－																ERROR:#N/A														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス600円										×		ERROR:#N/A										学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス600円										×		ERROR:#N/A

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		30				男子																																																		No.		81				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		ERROR:#N/A														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				ERROR:#N/A										．－																ERROR:#N/A														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス600円										×		ERROR:#N/A										学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス600円										×		ERROR:#N/A

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		31				男子																																																		No.		82				女子 ジョシ



																				領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)																																						領　収　書 リョウ オサム ショ																		2016(H28) 6. 4.(土)



		ERROR:#N/A														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				ERROR:#N/A										．－																ERROR:#N/A														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥				ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として																		　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																																として

				学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス600円										×		ERROR:#N/A										学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス600円										×		ERROR:#N/A

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																								を徴収しました。 チョウシュウ

												京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信																																京都府高体連卓球専門部　部長　																								奥田　歓信



		No.		32				男子																																																		No.		83				女子 ジョシ







領収書

		ひな型　ここに記入 ガタ キニュウ																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土) ツチ																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥																．－														華頂女子												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						7000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料 シュンキ タッキュウ センシュケン タイカイ フ ジ ヨセンカイ サンカ リョウ																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円 ガッコウ タイコウ エン										×				,		ダブルス 1000円 エン										×						，		シングルス 600円 エン										×										学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		4				，		シングルス 600円										×		5

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信 キョウトフ コウタイレン タッキュウ センモン ブ ブチョウ オクダ カン シン																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		0				男子 ダンシ																																																No.		51				女子 ジョシ



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		東山												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						8400										．－														龍谷大平安												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						5400										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		3				，		シングルス 600円										×		9								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		3				，		シングルス 600円										×		4

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		1				男子																																																No.		52				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		龍谷大平安												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						9400										．－														福知山成美												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						5000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		4				，		シングルス 600円										×		9								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス 600円										×		5

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		2				男子																																																No.		53				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		洛東												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						7000										．－														洛東												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						8000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		3				，		シングルス 600円										×		5								学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		4				，		シングルス 600円										×		5

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		3				男子																																																No.		54				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		京都学園												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2600										．－														鳥羽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						3000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		1								学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス 600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		4				男子																																																No.		55				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		桃山												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						4200										．－														桃山												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						6200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス 600円										×		2								学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		4				，		シングルス 600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		5				男子																																																No.		56				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		嵯峨野												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						3600										．－														嵯峨野												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						3200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス 600円										×		1								学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		6				男子																																																No.		57				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		京都すばる												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						3600										．－														北嵯峨												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						3200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス 600円										×		1								学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		7				男子																																																No.		58				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		鳥羽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2600										．－														莵道												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2600										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		1								学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		1

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		8				男子																																																No.		59				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		西京												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1000										．－														京都すばる												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						4200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス 600円										×		0								学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス 600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		9				男子																																																No.		60				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		立命館												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2600										．－														同志社												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						5200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		1								学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		3				，		シングルス 600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		10				男子																																																No.		61				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		洛南												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1000										．－														京都文教												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1600										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		0								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		1

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		11				男子																																																No.		62				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		花園												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2600										．－														洛西												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1600										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス 600円										×		1								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		1

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		12				男子																																																No.		63				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		京産大附属												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1000										．－														東稜												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						3200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		0								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス 600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		13				男子																																																No.		64				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		山城												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2600										．－														田辺												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス 600円										×		1								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		14				男子																																																No.		65				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		洛西												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1000										．－														西京												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2600										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		0								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス 600円										×		1

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		15				男子																																																No.		66				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		東稜												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2000										．－														西城陽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		2				，		シングルス 600円										×		0								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス 600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		16				男子																																																No.		67				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		西乙訓												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1000										．－														0												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						0										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		0								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス 600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		17				男子																																																No.		68				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		城陽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1000										．－														0												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						0										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		0								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス 600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		18				男子																																																No.		69				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		西城陽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1000										．－														0												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						0										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		0								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス 600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		19				男子																																																No.		70				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		南丹												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1000										．－														西舞鶴												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						5200										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		0								学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		3				，		シングルス 600円										×		2

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		20				男子																																																No.		71				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		福知山成美												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						10200										．－														加悦谷												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2600										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		5				，		シングルス 600円										×		7								学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		1

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		21				男子																																																No.		72				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		府立工業												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2600										．－														東舞鶴												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		1								学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス 600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		22				男子																																																No.		73				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		西舞鶴												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2000										．－														峰山												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		1		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		0								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		23				男子																																																No.		74				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		福知山												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1000										．－														網野												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1000										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		0								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		1				，		シングルス 600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		24				男子																																																No.		75				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		0												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						0										．－														ERROR:#N/A												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス 600円										×		0								学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス 600円										×		ERROR:#N/A

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		25				男子																																																No.		76				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		0												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						0										．－														0												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						0										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス 600円										×		0								学校対抗 1000円										×		0		,		ダブルス 1000円										×		0				，		シングルス 600円										×		0

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		26				男子																																																No.		77				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		ERROR:#N/A												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						ERROR:#N/A										．－														ERROR:#N/A												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として																				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス 600円										×		ERROR:#N/A								学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス 600円										×		ERROR:#N/A

				を徴収しました。 チョウシュウ																																																						を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		27				男子																																																No.		78				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



		ERROR:#N/A												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×		ERROR:#N/A		,		ダブルス 1000円										×		ERROR:#N/A				，		シングルス 600円										×		ERROR:#N/A

				を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		28				男子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥																．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×				,		ダブルス 1000円										×						，		シングルス 600円										×

				を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		29				男子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥																．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×				,		ダブルス 1000円										×						，		シングルス 600円										×

				を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		30				男子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2015(H27) 5. 30.(土)



														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥																．－



				　ただし、						春季卓球選手権大会（府）２次予選会　参加料																												として

				学校対抗 1000円										×				,		ダブルス 1000円										×						，		シングルス 600円										×

				を徴収しました。 チョウシュウ

																		　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		31				男子





																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						0



														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥																．－



				　ただし、						0																												として

				を徴収しました。										×				,		0										×						，		0										×

				を徴収しました。 チョウシュウ

																		0



		No.		1				0



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						0



														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥																．－



				　ただし、						0																												として

				を徴収しました。										×				,		0										×						，		0										×

				を徴収しました。 チョウシュウ

																		0



		No.		xzdcfm、。・￥				0



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						0



														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥																．－



				　ただし、						0																												として

				を徴収しました。										×				,		0										×						，		0										×

				を徴収しました。 チョウシュウ

																		0



		No.		ERROR:#VALUE!				0







16年度春１次免除･ドロー資料

		2016秋季１次予選免除者一覧　および　１次ドロー資料 アキ キ ジ ヨセン メンジョシャ イチラン ジ シリョウ																				2016(H28). 4. 18.　高体連卓球部 コウ タイ レン タッキュウ ブ																																																		男 子 ダ ブ ル ス																				男 子 シ ン グ ル ス														男子S ダンシ		名 メイ		前 マエ		学年 ガクネン		学  校 ガッコウ				順位 ジュンイ		２次 ジ				人数 ニンズウ

																																																																																																												宮本		幸典		1		(東　山)				4																																1

		男子学校対抗 ダンシ ガッコウ タイコウ																		男子シングルス ダンシ												女子学校対抗 ジョシ ガッコウ タイコウ																		女子シングルス ジョシ																						301		森						大島		祐哉		2		(東　山)		1				503		大島		祐哉		2		(東　山)		1						庄		祐平		2		(東　山)				5																		高橋		和也		2		木原		翔貴		2		(東　山)		4

																																																																								321		吉田						小澤		吉大		1		(東　山)		2				521		小澤		吉大		1		(東　山)		3						片岡		弘紀		1		(東　山)				6																								馬場		孔明		2		(平　安)		5

		101		東山 ヒガシヤマ						桃山 モモヤマ										免除者 メンジョシャ		高橋		和也		3		(東　山)				201		華頂女子 カチョウ ジョシ						龍谷大平安 リュウコクダイ ヘイアン				2						免除者 メンジョシャ										1												305		仲田						山本		明生		2		(平　安)		3				507		久野		徳大		2		(東　山)		7						杉本		康彰		2		(東　山)				8																		足立原		陸		1		今田		祐樹		1		(平　安)		7

		102		平安 ヘイアン						福知山成美												木原		翔貴		3		(東　山)												福知山成美				3																4												303		山田						谷口						(東　山)		4				505		今西		健太郎		2		(東　山)		8						清野		佳史		1		(東　山)				16																		大井		達矢		1		山口		高佳嗣		1		(東　山)		8

										山  城												久保		岳		3		(東　山)												桃山				4																5												302		今西		健太郎		2		久野		徳大		2		(東　山)		8				522		長屋		洸佑		2		(東　山)		16						三上		泰輝		1		(東　山)				16																								庄見		淳史		2		(京学園)		9

										同志社 ドウシシャ												馬場		孔明		3		(平　安)												京都学園				8																6												304		宮﨑		豊		2		杉田		光		2		(平　安)		8				525		中野		凱勝		2		(平　安)		16						田中		豪		1		(東　山)				16																		下村		悠登		2		衣川		琢磨		2		(成　美)		10

										洛東 ラク トウ												大井		達矢		2		(東　山)				203								洛東				8																8		男 子 学 校 対 抗										306		黒羽						長屋		洸佑		2		(東　山)		8				510		庄		祐平		1		(東　山)		16						前田		啓成		2		(東　山)				16																								細見		英吾		2		(成　美)		11

										嵯峨野 サガ ノ												池之山		叶希		3		(東　山)												鳥羽 トバ				8																												307		福井						福井						(成　美)		8				512		前田		啓成		1		(東　山)		16						加藤		駿		1		(平　安)				16																		荒木		健太郎		3		水野		智也		3		(莵　道)		13

										莵  道												下村		悠登		3		(成　美)												京都すばる				8																												308		前田		啓成		1		杉本		康彰		1		(東　山)		16				528		山本		明生		2		(平　安)		20						杉浦		昇吾		2		(平　安)				16																								安井		大介		2		(城　陽)		17

										西乙訓 ニシ オトクニ												洞毛		勇人		2		(東　山)												東稜 トウ リョウ																						101		東山				1				328		中野		凱勝		2		杉浦		昇吾 ノボル		1		(平　安)		16				538		宮﨑		豊		2		(平　安)		20						河原林		大督		2		(平　安)				16

										京都八幡 キョウト ヤワタ												足立原		陸		2		(平　安)												嵯峨野 サガ ノ																						102		平安				2				332		野村						藤田		早俊		1		(京学園)		16				539		杉浦		昇吾 ノボル		1		(平　安)		20						中嶋		陽平		1		(京学園)				2

																						今田		祐樹		2		(平　安)																																		121		福知山成美				3				333		朝田						服部		翔		1		(京学園)		16				540		河原林		大督		1		(平　安)		20						綾井		太一		1		(平　安)				2

										綾部																				20										福知山																						111		京都学園				4				337		藤原		啓冶 ヤ		2		西村		匡矢		2		(綾　部)		16				541		杉田		光		2		(平　安)		**						喜多		剛士		2		(平　安)				2

																				秋２次 アキ																																										112		西城陽 ニシ ジョウヨウ				8				339		小野						安藤		和貴		2		(洛　東)		16				542		宮本		卓門		1		(平　安)		**						藤田		早俊		2		(京学園)				3

		男子ダブルス ダンシ																		3回戦 カイセン												女子ダブルス ジョ コ																		秋２次 アキ ジ												113		莵道				8				349		密谷						木下		耀平		2		(莵　道)		16				543		坂口		飛成		1		(平　安)		**						服部		翔		2		(京学園)				3

																																																		3回戦 カイセン												115		洛東 ラク ヒガシ				8				367		土田						北岡		資史		2		(京学園)		16				544		安藤		和貴		2		(洛　東)								丸　		裕一郎		1		(平　安)				4

		免除者(組替も可） メンジョシャ クミカエ カ																														免除者(組替も可） メンジョシャ																2		2回戦 カイセン												116		桃山 モモヤマ				8				322		増田						庄		祐平		1		(東　山)		18				545		小林		尚史		2		(京学園)								中村		悠作		1		(花　園)				5

																																																3														118		山城 ヤマシロ				9				326		安部						村瀬						(立命館)		18				530		石田		卓朗		2		(京学園)								嶋本		弘悠		1		(平　安)				5

																																																4														1		西乙訓				11				327		井上		忠		2		阪上		椋介		1		(山　城)		**				533		藤岡		仁史		2		(洛　西)								坂口		飛成		2		(平　安)				5

																				2回戦 カイセン																												8														1		立命館 リツメイカン				11				329		村上		広樹		2		仲栄真		圭一		2		(鳥　羽)		**				535		杉本		康彰		1		(東　山)								宮本		卓門		2		(平　安)				5

																																																8														1										330		亀井 カメイ						松尾 マツオ		秀太 シュウタ		2		(西舞鶴) ニ		**				550		喜多		剛士		1		(平　安)								田中		翔		1		(莵　道)				5

																																																16														1										331		高橋 タカハシ						番場 バンバ		農 ノウ		2		(峰  山) ミ		**																				三谷		亮介		2		(京教附)

																																																16																								335		小嶋						藤岡		仁史		2		(洛　西)		**																				加藤		拓也		2		(洛　東)

																																																16																								336		吉満						我妻		一輝		2		(東　山)		**																				足立原		宏樹		1		(京学園)																						久保		岳		2		洞毛		勇人		1		(東　山)		16

																																																16														122		東舞鶴								340		中村						小泉		天志		2		(洛　東)		**																				奥山		剛史		1		(京学園)																						平野		光紀		2		池之山		叶希		2		(東　山)		16

																																																16														123		綾部								343		塩見 シオミ						野々垣 ノノガキ						(綾　部)		**																				藤沼		望		1		(西城陽)																						小森　		瞭		2		竹内		大登		2		(平　安)		16

																																																16																								346		熊井						藤井						(京学園)		**																				北野		翔太		1		(平　安)

																																																2																								351		河辺						林						(南　陽)		**																																																秦野		雄吉		2		西山		哲平		1		(平　安)		1

																																秋２次 アキ																		出 シュツ																						361		野田						福田						(西城陽)		**																																																松下		耕一		3		横井		啓真		1		(平　安)		2

		秋２次 アキ ジ																														2回戦 カイセン																1														女 子 学 校 対 抗										364		中山						伊林						(西乙訓)		**																																																奥		慧悟		3		弦川		聖		2		(嵯峨野)		3

		2回戦 カイセン																																																																						366		初治						伊藤						(平　安)		18																																																谷元		祐治		3		杉田		広大		2		(北嵯峨)		4

																				出																																										201		華頂女子				1				309																																																																平山		勇		3		中尾		匠吾		2		(西乙訓)		5

																																																														212		洛東				2				310																																																																常川		純輝		2		飯野		正義		2		(同志社)		1

																																																														213		京都西山				3				311																																																																森戸		元貴		3		山﨑		功貴		2		(同志社)		2

																																出																														214		京都学園				4																																																																				山本		紘		3		三浦		惇		2		(同　国)		3

		出																																																												216		西乙訓				8																																																																				小松		春樹		3		福田		裕也		2		(山　城)		4

																																																														222		福知山成美 フクチヤマ セイビ				8																																																																				吉田		直矢		1		嶋木		祐介		1		(山　城)		5

																																																														223		大江 オオエ				8																																																																				山﨑		一人		2		中川		雄介		2		(北　稜)		6

																																																																東舞鶴				8				323		石田		卓朗		2		小林		尚史		2		(京学園)																																																		白石		浩祐		3		小川		真央		2		(洛　西)		7

																																																														215		鳥羽								324		近藤		俊輔		2		藤田		真史		2		(桃　山)																																																		髙橋		一平		2		池上		正泰		1		(桃　山)		8

																																																														217		北嵯峨 キタ サガ								325		松本		直人		2		杜若		龍祥		1		(明　徳)																																																		山田		一行		2		水上		誠也		1		(桃　山)		9

																																																														218		京都文教								334		河原林		大督		1		宮本		卓門		1		(平　安)																																																		伊藤		脩平		2		高橋		昇平		1		(桃　山)		10

																																																																京都すばる								338		加藤		拓也		1		伊藤		隆平		1		(洛　東)																																																		竹田津		綾人		2		長谷川		拓巳		2		(すばる)		11

																																																														202										341								岸本		達也		2		(同志社)																																																		山本		文将		3		中筋		崚太		2		(京八幡)		12

																																																														203										342								坂本		優一		2		(北　稜)

																																																																								344								山口		玄造		2		(桃　山)

																																																														211										345								横川		耕次		2		(洛陽工)

																																																																								347								北野		裕樹		1		(京八幡)

																																																																								348

																																																														221										350

																																																																								352																				561		福井		海渡		3		(成　美)

																																																																								362																				562		福井		優		3		(成　美)

																																																																								363																				563		矢野 ヤノ		和紀 カズノリ		2		(成　美)

																																																																								365																				564		亀井		捺央		3		(西舞鶴) ニ

																																																																								368																				565		木村 キムラ		準一 ジュンイチ		1		(成　美) セ

																																																																																												566		中村		高之 タカユキ		3		(東舞鶴) ヒガシマイヅル

																																																																																												567		大槻 オオツキ		大地 ダイチ		2		(成　美)

																																																																																												568		西村 ニシムラ		匡矢 マサ ヤ		2		(綾　部) ア











																																																																																																																																														宮脇		千波		2		(華頂女)

																																																																																																																																								赤川		真生		1		喜納		美空		1		(華頂女)

																																																																																																																																								藪井		祐明佳		2		嶋川		知紗		2		(華頂女)

																																																																																																																																								小野		雅代		2		和田		晴菜		2		(華頂女)



																																																																																																																																								福住		光梨		1		綾井		唯		1		(平　安)

																																																																																																																																								山下		祐依		2		岸上		鈴華		2		(平　安)

																																																																																																																																								松田		侑子		2		高岸		佑季		2		(桃　山)		1

																																																																																																																																								金澤		真由		2		佐竹		野乃花		2		(西城陽)		2

																																																																																																																																								植田		百合子		2		津村		春花		2		(京学園)		3

																																																																																																																																														山本		実央		1		(成　美)

																																																																																																																																								福田		優子		1		村上		遥		1		(成　美)

																																																																																																																																								谷口		瑠璃		2		中野		円香		1		(成　美)

																																																																								女 子 ダ ブ ル ス																				女 子 シ ン グ ル ス



																																																																								401		浜畑		保菜美		2		岡本		祐実		2		(華頂女)		1				601		浜畑		保菜美		2		(華頂女)		1

																																																																								402		小森		香菜子		2		林		杏子		1		(華頂女)		2				602		岡本		祐実		2		(華頂女)		2

																																																																								403		神山		佳栄		1		加藤		麻貴奈		1		(華頂女)		8				603		小森		香菜子		2		(華頂女)		3

																																																																								404		西尾		理沙		2		中川		知香		2		(華頂女)		8				607		神山		佳栄		1		(華頂女)		7

																																																																								405		中塚		真衣		2		毎床		愛美		2		(西　山)		16				622		西尾		理沙		2		(華頂女)		16

																																																																								406		福井		香奈		2		山末		千咲		2		(洛　東)		16				623		加藤		麻貴奈		1		(華頂女)		16

																																																																								407								高見		文		2		(洛　東)		16				624		林		杏子		1		(華頂女)		16

																																																																								408								小林		風音		2		(西　山)		16				626		下村		美貴		2		(北嵯峨)		16

																																																																								409								德永		幸乃		1		(京学園)		16				631		仲		杏奈		1		(桃　山)		16																																		川村		朱音		2		石倉		ひかり		2		(華頂女)		1

																																																																								410								井上		亜音 ア オト		2		(大　江)		18				632		中塚		真衣 マイ		2		(西　山)		**																																		鈴木		祐子		1		竹信		美紀		1		(華頂女)		1

																																																																								411		濱上		紗帆		2		松田		美香		2		(北嵯峨)		**				633		中川		知香		2		(華頂女)		**																																		北河		英美里		1		千代		茜絵		1		(嵯峨野)		1

																																																																								412		中田		絢子		2		松田		佳苗		1		(桃　山)		**				634		内川		優玲花		2		(北　稜)		**																																		松浦		杏奈		2		森岡		みずき		2		(洛　西)		1

																																																																								413		仲		杏奈		1		林		有梨		1		(桃　山)		**				636		濱上		紗帆		2		(北嵯峨)		**																																		布施		絵梨		3		中江		亜衣		2		(桃　山)		1

																																																																								414		小泉		菜緒		1		杉谷		英里子		1		(洛　東)		**				638		小林		風音		2		(西　山)		**																																		髙木		雪乃		3		木村		仁美		2		(東　稜)		1

																																																																										倉本		美紀		1		山崎		志歩		1		(洛　西)		**				641		毎床		愛美		2		(西　山)		**																																		山本		菜々		3		金沢		奈菜		2		(平　安)		2

																																																																								421								西山		由真		2		(鳥　羽)		**				642		髙見		文		2		(洛　東)		**																																		三浦		若菜		2		岩井		杏奈		2		(平　安)		2

																																																																								422								下村		美貴		2		(北嵯峨)		**				643		中村		楓		2		(西　山)		**																																		加藤		蓮美		1		丸山		結菜		1		(平　安)		2

																																																																								423								奥		凪沙		2		(亀　岡)		**				645		福井		香奈		2		(洛　東)																																				高橋		澪奈		3		上明戸		早紀		1		(華頂女)		2

																																																																								424																				646		冨江		彩香		2		(西　山)																																				中山		愛野		1		山本		葵		1		(京文教)		2

																																																																								425																				647		小畑		依未		2		(西　山)																																				渡邉		ひかる		2		牧野		玲子		1		(洛　東)		2

																																																																								426																				648		德永		幸乃		1		(京学園)																																				粟田		梨歩		1		増田		由佳		1		(洛　東)		2

																																																																								427																				650		岸田		さくら		1		(西　山)																																				山口		友佳		3		大小田		茉衣		2		(洛　西)		2

																																																																								428																				651		松田		佳苗		1		(桃　山)																																				中橋		萌乃		3		西田		みはる		2		(東　稜)		2

																																																																								429																																																																西山		京姫		1		橋口		美優香		1		(東　稜)		2

																																																																								430																																																																燈田		結乃		2		吉田		侑可		2		(莵　道)		2

																																																																								431																																																																高橋		伽奈		3		三浦		茂実志		2		(京学園)		2

																																																																								432																																																																加畑		彩夏		2		辻		彩里		2		(嵯峨野)		2

																																																																								433																																																																浅野		光梨		2		髙橋		杏実		2		(すばる)		2

																																																																								434

																																																																								435

																																																																								436

																																																																								437

																																																																								438

																																																																								439

																																																																								440

																																																																								441		小畑		依未		2		中村		楓		2		(西　山)

																																																																								442		伊藤		香		2		岸野		みさき		2		(京文教)

																																																																								443		山本		京子		2		平木		舞子		2		(鳥　羽)

																																																																								444		鈴木		美賀		2		古川		優		2		(西乙訓)

																																																																								445		冨江		彩香		2		岸田		さくら		1		(西　山)

																																																																								446		井之上		愛理		1		鈴木		恵美		1		(すばる)

																																																																								447		西川		真実		1		中井		恵理子		1		(木　津)

																																																																								448								植田		絵美		2		(すばる)

																																																																								449

																																																																								450

																																																																								451

																																																																								452

																																																																								461

																																																																								462

																																																																								463

																																																																								464		小山 コヤマ		裕加 ユカ		1		八木 ヤギ		遥		1		(成　美) セ

																																																																								465		河北		柊子		3		西岡		朋美		3		(東舞鶴)

																																																																								466		櫻井 サクライ		彩乃 アヤ ノ		3		片山 カタヤマ		愛理 アイリ		2		(東舞鶴)						661		田中		良子		3		(大　江)

																																																																								467		田中		亜耶		2		水口		舞 マイ		2		(峰  山) ミ						662		河北		柊子		3		(東舞鶴)

																																																																								468		原田 ハラダ		和佳 ワカ		3		安達 アダチ		美樹 ミキ		2		(大　江)						663		八木 ヤギ		遥 ハルカ		1		(成　美)

																																																																																												664		高橋 タカハシ		万由子 マユコ		1		(成　美)

																																																																								1404		安藤		亮太朗 リョウタ ロウ		1		(京成章)		14		4								665		小山 コヤマ		裕加 ユウカ		1		(成　美)

																																																																								1405		中口		雄馬		1		(京成章)		14		5								666		加藤 カトウ		花奈 カナ		1		(成　美)

																																																																								1406		矢野 ヤノ		雅史 マサフミ		1		(京成章)		14		6								667		櫻井		彩乃		3		(東舞鶴)

																																																																								1407		山口 ヤマグチ		翔太 ショウタ		1		(京成章)		14		7								668		西岡 ニシオカ		朋美 トモミ		3		(東舞鶴)

																																																																								1408		大八木 オオヤギ		章吾 ショウゴ		1		(京成章)		14		8

																																																																								1409		東 ヒガシ		慎一郎 シンイチロウ		1		(京成章)		14		9

																																																																								1410		北浦 キタウラ		滋 シゲル		1		(京成章)		14		10

																																																																								1701		上田		佳樹		2		(明　徳)		17		1

																																																																								1704		松本		直人		1		(明　徳)		17		4

																																																																								1705		山口		貴史		1		(明　徳)		17		5

																																																																								1706		可畑		純一		1		(明　徳)		17		6

																																																																								1901		宮林		篤彦		2		(京文教)		19		1

																																																																								1902		加藤 カトウ		倖一郎 コウイチ ロウ		1		(京文教)		19		2

																																																																								1903		笹村 ササムラ		誠 マコト		1		(京文教)		19		3

																																																																								1904		藤田		健斗 ケント		1		(京文教)		19		4

																																																																								2401		奥田		頌太		1		(京産附)		24		1

																																																																								2402		前田		泰良		1		(京産附)		24		2

																																																																								2403		伊豆本		陽		2		(京産附)		24		3

																																																																								2404		神谷		剛志		2		(京産附)		24		4

																																																																								2405		園滝		勇		2		(京産附)		24		5

																																																																								2406		谷口		勇太		2		(京産附)		24		6

																																																																								2407		茶谷 チャタニ		明憲 メイケン		1		(京産附)		24		7

																																																																								2408		上杉 ウエスギ		謙輝 ケン テル		1		(京産附)		24		8

																																																																								2501		安久		直輝		2		(　橘　)		25		1

																																																																								2502		平田		智大		1		(　橘　)		25		2

																																																																								2503		髙木		翔太朗		2		(　橘　)		25		3

																																																																								2504		村瀬		大翔		2		(　橘　)		25		4

																																																																								2505		荒谷		秀和		2		(　橘　)		25		5

																																																																								2506		三吉		大樹		2		(　橘　)		25		6

																																																																								2507		藤林		大地		2		(　橘　)		25		7

																																																																								2508		古本		賢治		2		(　橘　)		25		8

																																																																								2509		櫻本		直己		1		(　橘　)		25		9

																																																																								2510		谷口		友哉		2		(　橘　)		25		10

																																																																								2511		小西		広明		2		(　橘　)		25		11

																																																																								2512		薬師寺 ヤクシジ		大輔 ダイスケ		1		(　橘　)		25		12

																																																																								2513		澤野 サワノ		浩平 コウヘイ		2		(　橘　)		25		13

																																																																								2514		生澤 イクサワ		太基 フトシ キ		1		(　橘　)		25		14

																																																																								2701		西村		真尚		2		(洛陽総)		27		1

																																																																								2702		関		輝彦		2		(洛陽総)		27		2

																																																																								2703		辻		健太		2		(洛陽総)		27		3

																																																																								2704		山口		蓮		1		(洛陽総)		27		4

																																																																								2705		中川		優貴 ユウ キ		1		(洛陽総)		27		5

																																																																								2706		小東 コヒガシ		一喜 イチ ヨロコ		1		(洛陽総)		27		6

																																																																								3701		リャン		キョンジ		1		(京朝鮮)		37		1

																																																																								3702		チン		サンイル		1		(京朝鮮)		37		2

																																																																								3703		パク		チャンオ		1		(京朝鮮)		37		3

																																																																								3704		リ		ファウ		1		(京朝鮮)		37		4

																																																																								3705		チャン		テチョル		1		(京朝鮮)		37		5

																																																																								3901		完山		瑞貴		2		(翔　英)		39		1

																																																																								3902		吉岡		祐星 ユウ ホシ		1		(翔　英)		39		2

																																																																								3903		工藤 クドウ		翔平 ショウヘイ		2		(翔　英)		39		3

																																																																								3904		鵜頭		皇紀		1		(翔　英)		39		4

																																																																								3905		山田		由宇		1		(翔　英)		39		5

																																																																								3906		吉田		良太		1		(翔　英)		39		6

																																																																								3907		西村		勇紀		1		(翔　英)		39		7

																																																																								3908		安村		燿		1		(翔　英)		39		8

																																																																								4101		福井		智之		2		(山　城)		41		1

																																																																								4102		澤田		智明		2		(山　城)		41		2

																																																																								4103		宮地		皓佑		1		(山　城)		41		3

																																																																								4104		頃橋		賢也		1		(山　城)		41		4

																																																																								4105		佐々木		翔太		1		(山　城)		41		5

																																																																								4107		岡田		直晃		1		(山　城)		41		7

																																																																								4108		白波瀬		卓		1		(山　城)		41		8

																																																																								4201		原田		朋弥		2		(鴨　沂)		42		1

																																																																								4202		大澤		圭貴		2		(鴨　沂)		42		2

																																																																								4203		九里		亮真		2		(鴨　沂)		42		3

																																																																								4204		中大路		友亮		1		(鴨　沂)		42		4

																																																																								4205		武田 タケダ		響太郎 キョウ タロウ		1		(鴨　沂)		42		5

																																																																								4206		麻野 アサノ		茂之 シゲユキ		1		(鴨　沂)		42		6

																																																																								4401		坂本		優一		1		(北　稜)		44		1

																																																																								4402		田中		雄大		2		(北　稜)		44		2

																																																																								4403		森田		考洋		2		(北　稜)		44		3

																																																																								4404		井川		隆風		2		(北　稜)		44		4

																																																																								4405		藤井 フジイ		直弥 ナオヤ		1		(北　稜)		44		5

																																																																								4406		駒井		聡		2		(北　稜)		44		6

																																																																								4407		北川		考輔		2		(北　稜)		44		7

																																																																								4501		久馬		正靖		2		(朱　雀)		45		1

																																																																								4502		金井 カナ イ		康勇 ヤスシ ユウ		2		(朱　雀)		45		2

																																																																								4503		真鍋 マナベ		友佑 トモスケ		1		(朱　雀)		45		3

																																																																								4504		長谷川 ハセガワ		稜 リョウ		1		(朱　雀)		45		4

																																																																								4505		駒井		達哉 タツヤ		1		(朱　雀)		45		5

																																																																								4506		田中		伸明 ノブアキ		1		(朱　雀)		45		6

																																																																								4602		安藤		和貴		1		(洛　東)		46		2

																																																																								4604		寺地		一		2		(洛　東)		46		4

																																																																								4605		小泉		天志		1		(洛　東)		46		5

																																																																								4606		湯淺		飛鳥		1		(洛　東)		46		6

																																																																								4701		藤原		悠汰		2		(鳥　羽)		47		1

																																																																								4702		江川		忍		2		(鳥　羽)		47		2

																																																																								4703		村上 ムラカミ		広樹 ヒロキ		1		(鳥　羽)		47		3

																																																																								4704		仲栄真 ナカ エイ シン		圭一 ケイイチ		1		(鳥　羽)		47		4

																																																																								4705		畑		寛太郎		2		(鳥　羽)		47		5

																																																																								4706		中川		龍太郎		2		(鳥　羽)		47		6

																																																																								4707		岡田 オカダ		敦志 アツシ		1		(鳥　羽)		47		7

																																																																								4708		齊藤 サイトウ		大晃 ダイ アキラ		1		(鳥　羽)		47		8

																																																																								4709		丸井		啓嗣		2		(鳥　羽)		47		9

																																																																								4710		川畑 カワバタ		孝弘 タカヒロ		1		(鳥　羽)		47		10

																																																																								4711		長谷		海宗		2		(鳥　羽)		47		11

																																																																								4712		横山 ヨコヤマ		英之 ヒデユキ		2		(鳥　羽)		47		12

																																																																								4713		吉村 ヨシムラ		康平		1		(鳥　羽)		47		13

																																																																								4714		前村 マエムラ		圭亮 ケイ リョウ		1		(鳥　羽)		47		14

																																																																								4801		米山		拓真		2		(嵯峨野)		48		1

																																																																								4802		北川		峻一 シュンイチ		1		(嵯峨野)		48		2

																																																																								4803		山﨑 サキ		雄飛		1		(嵯峨野)		48		3

																																																																								4804		門田 カドタ		耕平 コウヘイ		1		(嵯峨野)		48		4

																																																																								4805		寺尾		拓		2		(嵯峨野)		48		5

																																																																								4806		嶋田 シマダ		洋成 ヨウセイ		1		(嵯峨野)		48		6

																																																																								4807		前田		健吾 ケンゴ		1		(嵯峨野)		48		7

																																																																								4808		糸瀬 イトセ		邦之 クニユキ		1		(嵯峨野)		48		8

																																																																								4809		安田 ヤスダ		莞司 カンジ		1		(嵯峨野)		48		9

																																																																								4810		加藤 カトウ		聖 ヒジリ		1		(嵯峨野)		48		10

																																																																								4901		山本		将仁		1		(北嵯峨)		49		1

																																																																								4902		谷上		光生		2		(北嵯峨)		49		2

																																																																								4903		森本		晋伍		1		(北嵯峨)		49		3

																																																																								4904		元木		良亮		1		(北嵯峨)		49		4

																																																																								4905		田矢		勝幸		1		(北嵯峨)		49		5

																																																																								4906		井寺		将輝		2		(北嵯峨)		49		6

																																																																								4907		佐藤		宏樹		2		(北嵯峨)		49		7

																																																																								4908		吉田		直哉 ナオヤ		1		(北嵯峨)		49		8

																																																																								4909		安田		隆史		1		(北嵯峨)		49		9

																																																																								4910		山口		哲平		1		(北嵯峨)		49		10

																																																																								4911		片岡		和也		1		(北嵯峨)		49		11

																																																																								4912		田中		辰繁		1		(北嵯峨)		49		12

																																																																								4913		中川		和哉		1		(北嵯峨)		49		13

																																																																								4914		清水 シミズ		拓弥 タクヤ		1		(北嵯峨)		49		14

																																																																								5001		松崎		駿		2		(　桂　)		50		1

																																																																								5002		横町		啓介		1		(　桂　)		50		2

																																																																								5003		瀬戸根		裕太		1		(　桂　)		50		3

																																																																								5004		太田		健斗		1		(　桂　)		50		4

																																																																								5005		古田		雅己		1		(　桂　)		50		5

																																																																								5006		中野		晶貴		1		(　桂　)		50		6

																																																																								5007		山田		勝裕		1		(　桂　)		50		7

																																																																								5008		山本		秀憲		1		(　桂　)		50		8

																																																																								5102		藤岡		仁史		1		(洛　西)		51		2

																																																																								5103		河田		至弘		1		(洛　西)		51		3

																																																																								5104		湯浅		颯太		1		(洛　西)		51		4

																																																																								5105		小西		祐輔		1		(洛　西)		51		5

																																																																								5106		柏木		陸		1		(洛　西)		51		6

																																																																								5107		竹内		稜雅		1		(洛　西)		51		7

																																																																								5108		桑原		雄大		2		(洛　西)		51		8

																																																																								5109		黒川		遼太		2		(洛　西)		51		9

																																																																								5110		吉岡		和紀 カズノリ		1		(洛　西)		51		10																						5216		長尾		和馬		1		(桃　山)								男Ｓ		22

																																																																								5111		中嶌 ナカジマ		一貴 カズキ		1		(洛　西)		51		11																						5218		高橋		浩二		1		(桃　山)								男Ｓ		22

																																																																								5112		安達		一平		1		(洛　西)		51		12																						5219		小村		篤生		1		(桃　山)								男Ｓ		22

																																																																								5201		近藤		俊輔		1		(桃　山)		52		1																						5220		伊藤		志		1		(桃　山)								男Ｓ		22

																																																																								5202		山口　		玄造		1		(桃　山)		52		2																						5221		狩野		龍平		1		(桃　山)								男Ｓ		22

																																																																								5203		石田		景太朗		2		(桃　山)		52		3																						5222		廣瀬		慎		1		(桃　山)								男Ｓ		22

																																																																								5204		松見		優一		2		(桃　山)		52		4																						5506		吉岡		大輔		1		(すばる)								男Ｓ		12

																																																																								5205		伊藤		達哉		1		(桃　山)		52		5																						5507		馬場		祐希		1		(すばる)								男Ｓ		12

																																																																								5206		猿渡		敬太		1		(桃　山)		52		6																						5508		木村		亮太		1		(すばる)								男Ｓ		12

																																																																								5207		若泉		雄毅		1		(桃　山)		52		7																						5511		大野		拓夢		1		(すばる)								男Ｓ		12

																																																																								5208		藤田		真史		1		(桃　山)		52		8																						5813		中村		健太郎		1		(西乙訓)								男Ｓ		13

																																																																								5209		林		秀晃 ヒデ アキラ		1		(桃　山)		52		9																						6217		宮下		基		1		(莵　道)								男Ｓ		20

																																																																								5210		岡田		敦		1		(桃　山)		52		10																						6218		柴田		建人		1		(莵　道)								男Ｓ		20

																																																																								5211		水谷		真也		2		(桃　山)		52		11																						6219		小林		純哉		1		(莵　道)								男Ｓ		20

																																																																								5212		中村		竜也		2		(桃　山)		52		12																						6220		辻本		啄也		1		(莵　道)								男Ｓ		20

																																																																								5301		髙城		大輝		2		(東　稜)		53		1																						6414		畑		智大		1		(西城陽)								男Ｓ		19

																																																																								5302		西川		真悟		2		(東　稜)		53		2																						6415		宮下		航		1		(西城陽)								男Ｓ		19

																																																																								5303		小林		中		2		(東　稜)		53		3																						6416		木澤		悠大		1		(西城陽)								男Ｓ		19

																																																																								5304		畑段		尚史		2		(東　稜)		53		4																						6417		川原		洋亮		1		(西城陽)								男Ｓ		19

																																																																								5501		櫻木		大輝		2		(すばる)		55		1																						6418		水野		裕也		1		(西城陽)								男Ｓ		19

																																																																								5502		酒井		雄吾		2		(すばる)		55		2																						6419		奥西		悠太		1		(西城陽)								男Ｓ		19

																																																																								5503		木村		陸人		2		(すばる)		55		3																						6502		北野		裕樹		1		(京八幡)								男Ｓ		2

																																																																								5504		青山		拳人		2		(すばる)		55		4																						6907		林		悠		1		(木　津)								男Ｓ		13

																																																																								5505		石田		翔太郎		2		(すばる)		55		5																						6908		井上		大輝		1		(木　津)								男Ｓ		13

																																																																								5506		古澤		卓也		2		(すばる)		55		6																						6909		河原		由登		1		(木　津)								男Ｓ		13

																																																																								5507		米田		良		2		(すばる)		55		7																						6910		日下		慎		1		(木　津)								男Ｓ		13

																																																																								5508		山本		魁		2		(すばる)		55		8																						6912		南出		有貴		1		(木　津)								男Ｓ		13

																																																																								5509		藤田		慧		1		(すばる)		55		9																						7008		原田		皓司		1		(南　陽)								男Ｓ		10

																																																																								5510		澤邊		拓		1		(すばる)		55		10																						7009		吉村		将之		1		(南　陽)								男Ｓ		10

																																																																								5511		石田		遼平		1		(すばる)		55		11																						7010		森		達彦		1		(南　陽)								男Ｓ		10

																																																																								5512		谷川 タニガワ		昭人 アキヒト		1		(すばる)		55		12																						7217		村田		裕寛		1		(亀　岡)								男Ｓ		19

																																																																								5513		荒木 アラキ		孝太 コウタ		1		(すばる)		55		13																						7218		高尾		善之		1		(亀　岡)								男Ｓ		19

																																																																								5514		山田		敦大		1		(すばる)		55		14																						7219		内藤		千秋		1		(亀　岡)								男Ｓ		19

																																																																								5515		河野 カワノ		将平 ショウヘイ		1		(すばる)		55		15																						7308		團		慎之介		1		(南　丹)								男Ｓ		9

																																																																								5601		吉森　		心		1		(向　陽)		56		1																						7309		澤		誠人		1		(南　丹)								男Ｓ		9

																																																																								5602		矢野		純		2		(向　陽)		56		2																						7707		下村		竜士		1		(洛陽工)								男Ｓ		8

																																																																								5603		安達		裕一朗		2		(向　陽)		56		3																						7708		山田		成哉		1		(洛陽工)								男Ｓ		8

																																																																								5604		岡崎 オカザキ		一樹 カズキ		1		(向　陽)		56		4																						7907		山崎		琢矢		1		(西　京)								男Ｓ		8

																																																																								5801		伊林		陽平		2		(西乙訓)		58		1																						7908		玉木		雄祐		1		(西　京)								男Ｓ		8

																																																																								5804		菊井		悠平		2		(西乙訓)		58		4																						8302		木全		駿		1		(紫　野)								男Ｓ		6

																																																																								5805		田附		康司		2		(西乙訓)		58		5																						8605		浅見		悠地		1		(京教附)								男Ｓ		7

																																																																								5806		木谷		健太郎		2		(西乙訓)		58		6																						8606		鶴井		悠人		1		(京教附)								男Ｓ		7

																																																																								5807		中田		雄太		2		(西乙訓)		58		7																						8607		寺田		卓真		1		(京教附)								男Ｓ		7

																																																																								5808		熊尾 クマオ		悠吾 ユウゴ		1		(西乙訓)		58		8

																																																																								5809		江口 エグチ		涼太 リョウタ		1		(西乙訓)		58		9

																																																																								5810		長谷		真太 シンタ		1		(西乙訓)		58		10

																																																																								5811		岩﨑 イワ サキ		一真 カズマ		1		(西乙訓)		58		11

																																																																								5812		和田		慎一		2		(西乙訓)		58		12

																																																																								6203		木下		耀平		1		(莵　道)		62		3

																																																																								6205		河原		康太		1		(莵　道)		62		5

																																																																								6206		久世		一貴		1		(莵　道)		62		6

																																																																								6207		江崎		将大		1		(莵　道)		62		7

																																																																								6208		松山		新之介		1		(莵　道)		62		8

																																																																								6209		高橋		俊也		1		(莵　道)		62		9

																																																																								6210		曽束 ソ タバ		公一 コウイチ		1		(莵　道)		62		10

																																																																								6211		永井		一成		1		(莵　道)		62		11

																																																																								6212		新谷		佑介		1		(莵　道)		62		12

																																																																								6213		久本 ヒサモト		崇人 タカシ ヒト		1		(莵　道)		62		13

																																																																								6214		山本		倖大 サチ ダイ		1		(莵　道)		62		14

																																																																								6215		北村 キタムラ		健太郎		1		(莵　道)		62		15

																																																																								6216		木田 キダ		圭亮 ケイ リョウ		1		(莵　道)		62		16

																																																																								6217		服部 ハットリ		慎太朗 シンタロウ		1		(莵　道)		62		17

																																																																								6218		中西 ナカニシ		一生 イッセイ		1		(莵　道)		62		18

																																																																								6301		中村		拓朗		2		(城　陽)		63		1

																																																																								6302		冷川		和也		1		(城　陽)		63		2

																																																																								6303		北川		徳康 ヤス		1		(城　陽)		63		3

																																																																								6304		福埜 フク ヌノ		裕 ユタカ		1		(城　陽)		63		4

																																																																								6305		岡村 オカムラ		勇輝		1		(城　陽)		63		5

																																																																								6306		佐藤		慶悟 ケイゴ		1		(城　陽)		63		6

																																																																								6307		中口		誠次 マコト ツギ		1		(城　陽)		63		7

																																																																								6402		今井		省吾		2		(西城陽)		64		2

																																																																								6403		福田		直人		2		(西城陽)		64		3

																																																																								6404		井上		雄允		2		(西城陽)		64		4

																																																																								6405		羽田		雄太		2		(西城陽)		64		5

																																																																								6406		疋田 ヒキタ		優樹		1		(西城陽)		64		6

																																																																								6407		西尾		雄介		2		(西城陽)		64		7

																																																																								6408		清原		祥太		1		(西城陽)		64		8

																																																																								6409		太田		輝		1		(西城陽)		64		9

																																																																								6410		山本		昭夫		1		(西城陽)		64		10

																																																																								6411		植村		太貴		1		(西城陽)		64		11

																																																																								6412		朝比奈		亨		1		(西城陽)		64		12

																																																																								6413		井上		直也 ナオヤ		1		(西城陽)		64		13

																																																																								6414		山本		裕之		1		(西城陽)		64		14

																																																																								6901		渡邉		健斗		2		(木　津)		69		1

																																																																								6902		田尻		朋輝		1		(木　津)		69		2

																																																																								6903		岩根		拓矢		2		(木　津)		69		3

																																																																								6904		田中		響 ヒビキ		2		(木　津)		69		4

																																																																								6905		岩本		大輝		2		(木　津)		69		5

																																																																								6906		福本		一樹		2		(木　津)		69		6

																																																																								6907		藤本		拓也		2		(木　津)		69		7

																																																																								6908		吉岡		純也		1		(木　津)		69		8

																																																																								7002		林		健太郎		2		(南　陽)		70		2

																																																																								7003		中井		俊介		2		(南　陽)		70		3

																																																																								7004		関		暢一朗		2		(南　陽)		70		4

																																																																								7005		江本 エモト		啓佑 ケイスケ		1		(南　陽)		70		5

																																																																								7006		廣畑 ヒロハタ		敦洋 アツシ ヨウ		1		(南　陽)		70		6

																																																																								7007		筒井 ツツイ		岳英 ガク エイ		1		(南　陽)		70		7

																																																																								7101		岡本 オカモト		直樹		2		(北桑田)		71		1

																																																																								7102		高山		侃熙		2		(北桑田)		71		2

																																																																								7103		鈴木 スズキ		健太 ケンタ		1		(北桑田)		71		3

																																																																								7104		弓削 ユゲ		伸宏 ノブヒロ		1		(北桑田)		71		4

																																																																								7105		井栗 イグリ		翔雅 ショウ ミヤビ		1		(北桑田)		71		5

																																																																								7106		日下 クサカ		頼人 ヨリト		1		(北桑田)		71		6

																																																																								7107		梅津 ウメヅ		健伸 ケン シン		1		(北桑田)		71		7

																																																																								7201		松本		尚之		2		(亀　岡)		72		1

																																																																								7202		西田		周平		2		(亀　岡)		72		2

																																																																								7203		田中		正俊		2		(亀　岡)		72		3

																																																																								7204		川勝		大輔		1		(亀　岡)		72		4

																																																																								7205		森本		仰喜		1		(亀　岡)		72		5

																																																																								7206		田村		直人		1		(亀　岡)		72		6

																																																																								7207		佐子山 サコ ヤマ		茂戓 シゲル カ		1		(亀　岡)		72		7

																																																																								7208		畠中		涼太		2		(亀　岡)		72		8

																																																																								7209		斉藤 サイトウ		勝平 カツヒラ		1		(亀　岡)		72		9

																																																																								7210		成田		和繁		1		(亀　岡)		72		10

																																																																								7211		平田 ヒラタ		知也 トモヤ		1		(亀　岡)		72		11

																																																																								7212		金山		直樹		1		(亀　岡)		72		12

																																																																								7213		宮崎 ミヤザキ		駿佑 シュン ユウ		1		(亀　岡)		72		13

																																																																								7214		吉村 ヨシムラ		興河 コウ ガ		1		(亀　岡)		72		14

																																																																								7215		片岡 カタオカ		晃平 アキラ ヒラ		1		(亀　岡)		72		15

																																																																								7216		小西		真人 シン		1		(亀　岡)		72		16

																																																																								7301		荻野		篤哉		2		(南　丹)		73		1

																																																																								7302		乾		嘉希		2		(南　丹)		73		2

																																																																								7303		田中		祥吾		1		(南　丹)		73		3

																																																																								7304		国府 コクフ		英志 ヒデシ		1		(南　丹)		73		4

																																																																								7305		中澤 ナカザワ		佳城 ケイ シロ		1		(南　丹)		73		5

																																																																								7306		中島 ナカジマ		俊介		1		(南　丹)		73		6

																																																																								7307		小波 コナミ		秀一 ヒデカズ		1		(南　丹)		73		7

																																																																								7501		立石		美勇		2		(農  芸) ノ		75		1

																																																																								7502		谷口		隆則 タカノリ		1		(農  芸) ノ		75		2

																																																																								7503		新城 アラシロ		浩一 コウイチ		1		(農  芸) ノ		75		3

																																																																								7504		倉貫 クラヌキ		龍		1		(農  芸) ノ		75		4

																																																																								7505		藤川 フジカワ		港人 ミナト ヒト		1		(農  芸) ノ		75		5

																																																																								7506		松下		亮太 リョウタ		1		(農  芸) ノ		75		6

																																																																								7507		風早 カゼハヤ		康平		1		(農  芸) ノ		75		7

																																																																								7508		難波 ナンバ		京助 キョウスケ		1		(農  芸) ノ		75		8

																																																																								7601		團		翔平		2		(須　知)		76		1

																																																																								7602		西保		亮佑		2		(須　知)		76		2

																																																																								7603		山岡 ヤマオカ		竜二 リュウジ		1		(須　知)		76		3

																																																																								7604		金子 カネコ		竜也 タツヤ		1		(須　知)		76		4

																																																																								7701		表山		圭佑		2		(洛陽工)		77		1

																																																																								7702		荒井 アラ		康宏		2		(洛陽工)		77		2

																																																																								7703		横川 ヨコカワ		耕次 コウジ		1		(洛陽工)		77		3

																																																																								7704		森田		剛史 ツヨシ		1		(洛陽工)		77		4

																																																																								7705		貞末 サダ スエ		悠哉 ユウヤ		2		(洛陽工)		77		5

																																																																								7706		大江		卓也		1		(洛陽工)		77		6

																																																																								7801		山野		善行		2		(伏見工)		78		1

																																																																								7802		谷本		政		2		(伏見工)		78		2

																																																																								7803		太田		智己		2		(伏見工)		78		3

																																																																								7901		金山		利彰 トシアキ		1		(西　京)		79		1

																																																																								7902		河合 カワイ		琢真 タクマ		1		(西　京)		79		2

																																																																								7903		仁科		勇輝		1		(西　京)		79		3

																																																																								7904		山中		祥生		1		(西　京)		79		4

																																																																								7905		松村		勇輝		1		(西　京)		79		5

																																																																								7906		天野		悠貴		1		(西　京)		79		6

																																																																								8301		松田		和之		2		(紫　野)		83		1

																																																																								8302		徳田		恒弘		2		(紫　野)		83		2

																																																																								8303		上田		叡		2		(紫　野)		83		3

																																																																								8304		金本		幹矢		2		(紫　野)		83		4

																																																																								8305		川村 カワムラ		恭弘 ヤスヒロ		1		(紫　野)		83		5

																																																																								8306		中野		翔太 ショウタ		1		(紫　野)		83		6

																																																																								8307		安井 ヤスイ		宏祐 ヒロ ユウ		1		(紫　野)		83		7

																																																																								8308		荒川 アラカワ		拓 タク		1		(紫　野)		83		8

																																																																								8601		横田 ヨコタ		元煕 ゲンキ		2		(京教附)		86		1

																																																																								8602		越智		雅明		2		(京教附)		86		2

																																																																								8603		早見		拓朗		2		(京教附)		86		3





































































































































































































































































































’２００９（Ｈ２１）春までに作成のこと

’２００９（Ｈ２１）春までに作成のこと



作業用

		男子S ダンシ		名 メイ		前 マエ		学年 ガクネン		学  校 ガッコウ				順位 ジュンイ		２次 ジ				人数 ニンズウ				女子S ジョシ		名 メイ		前 マエ		学年 ガクネン		学  校 ガッコウ				順位 ジュンイ		２次 ジ										男子D ダンシ		名    前 ナマエ								順位 ジュンイ		２次 ジ				人数 ニンズウ				女子D ジョシ		名    前 ナマエ								順位 ジュンイ		２次 ジ				人数 ニンズウ																																																																				近畿大会 キンキ タイカイ						ダブルス

		101		大井		達矢		3		(東　山)						0								201		中村		さくら		2		(平　安)						0		女Ｓ								101		大井 ・ 福本						(東　山)						0						201		福住 ・ 綾井				(平　安)		(平　安)						0																												101		木原		翔貴		3		(東　山)														201		中村		さくら		1		(平　安)		2

		102		洞毛		勇人		3		(東　山)						0								202		福住		光梨		3		(平　安)						0		女Ｓ								102		洞毛 ・ 山口						(東　山)						0						202		中村 ・ 新島				(平　安)		(平　安)						0																												102		高橋		和也		3		(東　山)														202		福住		光梨		2		(平　安)		2								1		久保		岳		3		大井		達矢		2		(東　山)		16				1		宮脇		千波		3		喜納		美空		2		(華頂女)						8		高橋		和也		3		(東　山)						8		宮脇		千波		3		(華頂女)

		103		山口		高佳嗣		3		(東　山)						0								203		綾井		唯		3		(平　安)						0		女Ｓ								103		田中 ・ 世古						(東　山)						0						203		加藤 ・ 馬場				(平　安)		(平　安)						0																												103		久保		岳		3		(東　山)														203		綾井		唯		2		(平　安)		2								2		木原		翔貴		3		高橋		和也		3		(東　山)						2		赤川		真生		2		上明戸		早紀		2		(華頂女)						8		木原		翔貴		3		(東　山)						8		赤川		真生		2		(華頂女)

		104		田中		虹太朗		2		(東　山)						0								204		新島		伊代		2		(平　安)						0		女Ｓ								104		津 ・ 今井						(東　山)						0						1801		上明戸 ・ 喜納				(華頂女)		(華頂女)						0																												104		平野		光紀		3		(東　山)														204		山下		祐依		3		(平　安)		18								3		洞毛		勇人		2		田中		虹太朗		1		(東　山)						3		和田		晴菜		3		小野		雅代		3		(華頂女)						8		久保		岳		3		(東　山)						8		和田		晴菜		3		(華頂女)

		105		福本		卓朗		2		(東　山)						0								205		馬場		玲奈		2		(平　安)						1		女Ｓ								201		今田 ・ 足立原						(平　安)						0						1802		赤川 ・ 池田				(華頂女)		(華頂女)						0																												105		田中		佑		3		(東　山)														205		新島		伊代		1		(平　安)		18								4		平野		光起		3		山口		高佳嗣		2		(東　山)						4		嶋川		知紗		3		藪井		祐明佳		3		(華頂女)						8		大井		達矢		2		(東　山)						8		喜納		美空		2		(華頂女)

		106		津		雄一朗		2		(東　山)						0								206		加藤		蓮美		3		(平　安)						1		女Ｓ								202		馬場 ・ 南崎						(平　安)						0						4601		牧野 ・ 羽月				(洛　東)		(洛　東)						0																												106		池之山		叶希		3		(東　山)														206		丸山		結菜		2		(平　安)		18								8		馬場		孔明		3		足立原		陸		2		(平　安)						8		福住		光梨		2		綾井		唯		2		(平　安)						8		津		雄一朗		1		(東　山)						8		嶋川		知紗		3		(華頂女)

		107		世古		浩志		2		(東　山)						1								207		桝		沙羅		1		(平　安)						1		女Ｓ ジョ								203		横井 ・ 西山						(平　安)						0						4801		千代 ・ 北河				(嵯峨野)		(嵯峨野)						0																												107		大井		達也		2		(東　山)														207		岸上		鈴華		3		(平　安)		18								8		宮前		卓哉		1		髙橋		哲崚		1		(洛　東)						8		岸上		鈴華		3		三浦		若菜		3		(平　安)						8		平野		光紀		3		(東　山)						8		藪井		祐明佳		3		(華頂女)

		108		今井		淳彦		2		(東　山)						1								208		中谷		茉愛		1		(平　安)						1		女Ｓ								204		松村 ・ 田村						(平　安)						0						204		桝 ・ 中谷				(平　安)		(平　安)						1																												108		山口		高佳嗣		2		(東　山)														208		馬場		玲奈		1		(平　安)		18								16		岸田		拓也		2		栗林		志恩		2		(嵯峨野)						8		山下		祐依		3		中村		さくら		1		(平　安)						8		田中		虹太朗		1		(東　山)						8		上明戸		早紀		2		(華頂女)

		109		弓削		駿矢汰		2		(東　山)						1								209		北野		莉子		1		(平　安)								女Ｓ								4601		松田 ・ 辻						(洛　東)						0						205		松尾 ・ 原田				(平　安)		(平　安)						1																												109		洞毛		勇人		2		(東　山)														210		三浦		若菜		3		(平　安)		18								16		下村		悠登		3		山下		克人 カツ ヒト		2		(成　美)						8		丸山		結菜		2		新島		伊代		1		(平　安)						16		下村		悠登		3		(成　美)						8		池田		侑香里		1		(華頂女)

		110		竹内		佑		1		(東　山)						1								210		原田		歩		1		(平　安)								女Ｓ								5201		池上 ・ 水上						(桃　山)						0						206		南 ・ 北野				(平　安)		(平　安)						1																												110		田中		虹太朗		1		(東　山)														211		加藤		蓮美		2		(平　安)		18								16		山田		一行		3		髙橋		一平		3		(桃　山)						16		中野		円香		2		榊原		未侑		1		(成　美)						16		福井		世那		2		(成　美)						16		小野		雅代		3		(華頂女)

		111		田仲		翔真		1		(東　山)						1								211		松尾		明日香		1		(平　安)								女Ｓ								105		竹内 ・ 六本木						(東　山)						1						401		和田 ・ 山田				(同志社)		(同志社)						1																												111		津		雄一朗		1		(東　山)														212		金沢		奈菜		3		(平　安)		2								16		池上		正泰		2		水上		誠也		2		(桃　山)						16		山本		実央		2		加藤		未央		1		(成　美)						16		今田		祐樹		2		(平　安)						16		山本		実央		2		(成　美)

		112		田仲		禄斗		1		(東　山)						1								212		南		有生未		2		(平　安)								女Ｓ								106		宮木 ・ 森下						(東　山)						1						1803		加藤 ・ 池田				(華頂女)		(華頂女)						1																												112		福本		卓朗		1		(東　山)														1801		宮脇		千波		3		(華頂女)		2								16		竹内		大登		3		今田		祐樹		2		(平　安)						16		谷口		瑠璃		3		引田		千賀		3		(成　美)						16		馬場		子龍		1		(平　安)						16		加藤		未央		1		(成　美)

		113		六本木		瑛介		1		(東　山)						1								401		川島		奈々加		1		(同志社)						1		女Ｓ								107		田仲 ・ 田仲						(東　山)						1						1804		竹信 ・ 加名山				(華頂女)		(華頂女)						1																												113		世古		浩志		1		(東　山)														1802		赤川		真生		2		(華頂女)		2								16		馬場		子龍		1		南崎		裕人		1		(平　安)						16		山本		あおい		2		村上		遥		2		(成　美)								竹田津		綾人		3		(すばる)						16		山本		あおい		2		(成　美)

		114		宮木		宏輔		1		(東　山)						1								402		和田		恵佳		2		(同志社)								女Ｓ								205		清水 ・ 山森						(平　安)						1						1805		榊田 ・ 初田				(華頂女)		(華頂女)						1																												114		今井		淳彦		1		(東　山)														1803		和田		晴菜		3		(華頂女)		2								16		田村		典照		1		松村		宗太郎		1		(平　安)						16		金澤		真由		3		佐竹		野乃花		3		(西城陽)								庄見		淳史		3		(京学園)						16		山下		祐依		3		(平　安)

		115		森下		陽也		1		(東　山)						1								403		山田		汐莉		2		(同志社)						1		女Ｓ								206		西本 ・ 村上						(平　安)						1						1806		内藤 ・ 西尾				(華頂女)		(華頂女)						1																												201		馬場		孔明		3		(平　安)														1804		小野		雅代		3		(華頂女)		2								16		松田		遼平		2		辻		翔太		2		(洛　東)						16		西田		みはる		3		橋口		美優香		2		(東　稜)								今田		健		2		(京学園)						16		福住		光梨		2		(平　安)

		201		足立原		陸		3		(平　安)						0								404		青木		覧		2		(同志社)								女Ｓ								207		高木 ・ 穂積						(平　安)						1						1901		中山 ・ 山本				(京文教)		(京文教)						1																												202		足立原		陸		2		(平　安)														1805		嶋川		知紗		3		(華頂女)		2								17		竹田津		綾人		3		藤田		雅也		3		(すばる)						16		松田		侑子		3		高岸		佑季		3		(桃　山)								中筋		崚太		3		(京八幡)						16		綾井		唯		2		(平　安)

		202		今田		祐樹		3		(平　安)						0								405		安井		彩		3		(同志社)								女Ｓ								208		大原 ・ 谷垣						(平　安)						1						4602		粟田 ・ 増田				(洛　東)		(洛　東)						1																												203		今田		祐樹		2		(平　安)														1806		藪井		祐明佳		3		(華頂女)		2								17		弦川		聖		3		曽束		元喜		3		(嵯峨野)						17		浅野		光梨		3		髙橋		杏実		3		(すばる)								塩見		聖也		2		(工　業)						16		中村		さくら		1		(平　安)

		203		馬場		子龍		2		(平　安)						0								406		金澤		あゆみ		1		(同志社)								女Ｓ								306		和田 ・ 土井田						(洛　南)						1						4603		今西 ・ 近記				(洛　東)		(洛　東)						1																												204		馬場		子龍		1		(平　安)														1807		上明戸		早紀		2		(華頂女)		2										多田		亮太		3		池田		雄翔		2		(すばる)								早田		夕莉		2		駒井		佑香		2		(すばる)								弦川		聖		3		(嵯峨野)								浅野		光梨		3		(すばる)

		204		南崎		裕人		2		(平　安)						1								407		大林		茉宙		1		(同志社)								女Ｓ								501		安井 ・ 簱						(立命館)						1						4604		藤野 ・ 木下				(洛　東)		(洛　東)						1																												205		南崎		裕人		1		(平　安)														1808		喜納		美空		2		(華頂女)												庄見		淳史		3		酒井		航己		2		(京学園)								山田 ヤマダ		早紀		3		田向 タ ム		凪砂 ナギ スナ		2		(大　江) ダイ エ								岸田		拓也		2		(嵯峨野)								川村		朱音		3		(華頂女)

		205		松村		宗太郎		2		(平　安)						1								408		大渕		愛		1		(同志社)								女Ｓ								801		酒井 ・ 今田						(京学園)						1						4701		後藤 ・ 酒井				(鳥　羽)		(鳥　羽)						1																												206		竹内		大登		3		(平　安)														1809		池田		侑香里		1		(華頂女)												西村		拓磨		2		今田		健		2		(京学園)								竹信		美紀		2		池田		侑香里		1		(華頂女)								竹本		宗平		3		(山　城)								榊田		莉香		1		(華頂女)

		206		横井		啓真		3		(平　安)						0								701		尾崎		沙也加		3		(大　谷)								女Ｓ								1001		若井 ・ 西垣						(花　園)						1						4702		青木 ・ 森川				(鳥　羽)		(鳥　羽)						1																												207		小森　		瞭		3		(平　安)														1811		榊田		莉香		1		(華頂女)												由良		涼太		3		塩見		聖也		2		(工　業)								川村		朱音		3		石倉		ひかり		3		(華頂女)								福田		裕也		3		(山　城)								初田		和花		1		(華頂女)

		207		清水		大輝		1		(平　安)						1								801		山本		樹		1		(京学園)								女Ｓ								1002		立田 ・ 霧嶋						(花　園)						1						4802		阿部 ・ 八束				(嵯峨野)		(嵯峨野)						1																												208		横井		啓真		2		(平　安)														1812		初田		和花		1		(華頂女)												福田		裕也		3		嶋木		祐介		2		(山　城)								榊田		莉香		1		初田		和花		1		(華頂女)								細見		英吾		3		(成　美)								植田		百合子		3		(京学園)

		208		山森		龍太郎		1		(平　安)						1								802		畠中		愛		2		(京学園)								女Ｓ								2401		森脇 ・ 冨田						(京産附)						1						4901		大澤 ・ 山内				(北嵯峨)		(北嵯峨)						1																												210		田村		典照		1		(平　安)														1813		川村		朱音		3		(華頂女)												今西		大起		3		竹本		宗平		3		(山　城)								植田		百合子		3		津村　		春花		3		(京学園)								山下		克人 カツ ヒト		2		(成　美)								津村		春花		3		(京学園)

		209		西本		有輝		1		(平　安)						1								803		杉森		優衣		1		(京学園)								女Ｓ								4101		嶋木 ・ 吉田						(山　城)						1						5101		板崎 ・ 松本				(洛　西)		(洛　西)						1																												211		西山		哲平		2		(平　安)														9001		山本		実央		2														細見		英吾		3		福井		世那		2		(成　美)								三浦		茂実志		3		寺村		恵子		2		(京学園)								荻野		拓弥		3		(成　美)								三浦		茂実志		3		(京学園)

		210		田村		典照		2		(平　安)						1								804		中西		陽里		1		(京学園)								女Ｓ								4103		田辺 ・ 木村						(山　城)						1						5202		榎 ・ 廣瀨				(桃　山)		(桃　山)						1																												212		秦野		雄吉		3		(平　安)														9002		村上		遥		2		(成　美)												足立		将崇		1		冨田		浩之		1		(成　美)								中山		愛野		2		山本		葵		2		(京文教)								藤本		寛史		2		(成　美)								寺村		恵子		2		(京学園)

		211		西山		哲平		3		(平　安)														1001		上野		紗和		2		(花　園)								女Ｓ								4602		小川 ・ 宮前						(洛　東)						1						5205		髙木 ・ 輕尾				(桃　山)		(桃　山)						1																												214		穂積		佑哉		1		(平　安)														9003		中野		円香		2		(成　美)												荻野		拓弥		3		藤本		寛史		2		(成　美)								山瀬		洋恵		3		栂尾		朱里		3		(京文教)								足立		将崇		1		(成　美)								千代		茜絵		2		(嵯峨野)

		212		村上		涼太		1		(平　安)						1								1002		上茶谷		朱里		2		(花　園)								女Ｓ								4603		川邉 ・ 髙橋						(洛　東)						1						5301		橋口 ・ 西山				(東　稜)		(東　稜)						1																												215		松村		宗太郎		1		(平　安)														9004		引田		千賀		3		(成　美)												梅垣		吉紀		2		余田		優太		2		(成　美)								北河		英美里		2		千代		茜絵		2		(嵯峨野)								冨田		浩之		1		(成　美)								北河		英美里		2		(嵯峨野)

		213		高木		涼平		2		(平　安)						1								1003		片山		璃佳		1		(花　園)								女Ｓ								4606		窪田 ・ 丸山						(洛　東)						1						5302		遠藤 ・ 礒谷				(東　稜)		(東　稜)						1																												9001		下村		悠登		3		(成　美)														9005		加藤		未央		1		(成　美)												中尾		匠吾		3		山田		大樹		2		(西乙訓)								辻		彩里		3		加畑		彩夏		3		(嵯峨野)								洞毛		勇人		2		(東　山)								村上		遥		2		(成　美)

		214		穂積		佑哉		2		(平　安)														1004		廣野		実桜		1		(花　園)								女Ｓ								4701		星原 ・ 山根						(鳥　羽)						1						5501		駒井 ・ 早田				(すばる)		(すばる)						1																												9002		細見		英吾		3		(成　美)														9006		山本		あおい		2		(成　美)												小谷		真嗣		3		花崎		将太郎		2		(西舞鶴)								種村		伊都美		3		東田		聖美		2		(西城陽)								池之山		叶希		3		(東　山)								中野		円香		2		(成　美)

		215		大原		花日		1		(平　安)						1								1201		森		日菜世		2		(同　国)								女Ｓ								4801		栗林 ・ 岸田						(嵯峨野)						1						5503		中村 ・ 吉岡				(すばる)		(すばる)						1																												9003		山下		克人 カツ ヒト		2		(成　美)														9007		榊原		未侑		1		(成　美)												四方		快		3		飯田		航輝		3		(西舞鶴)								角野		舞香		1		福井		萌乃		1		(西舞鶴)								山口		高佳嗣		2		(東　山)								引田		千賀		3		(成　美)

		216		谷垣		翔大		1		(平　安)														1401		牧野　		智恵		2		(京成章)								女Ｓ								4803		吉田 ・ 牧田						(嵯峨野)						1						6201		安達 ・ 大塚				(莵　道)		(莵　道)						1																												9004		福井		世那		2		(成　美)														9008		谷口		瑠璃		3		(成　美)												新		祐樹		3		中川		太人		3		(鳥　羽)								岡田		美紀		2		武田		菜愛		2		(西舞鶴)								田中		佑		3		(東　山)								榊原		未侑		1		(成　美)

		301		池端		奨太		3		(洛　南)														1402		阪田		花菜恵		2		(京成章)								女Ｓ								5101		大山 ・ 高橋						(洛　西)						1						7901		上田 ・ 古川				(西　京)		(西　京)						1																												9005		荻野		拓弥		3		(成　美)														9009		谷水		希		3		(成　美)												田中		佑		3		池之山		叶希		3		(東　山)								後藤		美森		2		酒井		のどか		2		(鳥　羽)								福本		卓朗		1		(東　山)								谷口		瑠璃		3		(成　美)

		302		今西		政吾		3		(洛　南)														1403		古川		佳奈		2		(京成章)								女Ｓ								5203		新谷 ・ 太田						(桃　山)						1						402		安井 ・ 青木				(同志社)		(同志社)						2																												9006		藤本		寛史		2		(成　美)																																		津		雄一朗		1		福本		卓朗		1		(東　山)								泉		彩香		3		青木		友佳		2		(鳥　羽)								世古		浩志		1		(東　山)								谷水		希		3		(成　美)

		303		宮元		瞭汰		3		(洛　南)														1404		竹田		大華		2		(京成章)								女Ｓ								5206		北村 ・ 廣瀬						(桃　山)						1						403		川島 ・ 大林				(同志社)		(同志社)						2																												9007		足立		将崇		1		(成　美)														5201		中江		亜衣		3		(桃　山)												世古		浩志		1		今井		淳彦		1		(東　山)								木村		仁美		3		西山		京姫		2		(東　稜)								今井		淳彦		1		(東　山)								平川		麻耶		1		(西城陽)

		304		中川		拓哉		3		(洛　南)														1701		野村		佳穂		1		(明　徳)								女Ｓ								5301		江口 ・ 阪本						(東　稜)						1						4605		谷岡 ・ 奥原				(洛　東)		(洛　東)						2																												9008		冨田		浩之		1		(成　美)														5202		松田		侑子		3		(桃　山)												木村		漱之介		3		江口		大輝		2		(東　稜)								中江		亜衣		3		吉岡		玲奈		2		(桃　山)								山田		一行		3		(桃　山)								西山		京姫		2		(東　稜)

		305		杉本		紘基		3		(洛　南)														1702		菅原		美紅		1		(明　徳)								女Ｓ								5302		福田 ・ 粟津						(東　稜)						1						5201		吉岡 ・ 古田				(桃　山)		(桃　山)						2																												4601		松田　		遼平		2		(洛　東)														5203		高岸		佑季		3		(桃　山)												三浦		惇		3		筒井		里央		3		(同　国)								大八木		志歩		3		和田		恵佳		1		(同志社)								髙橋		一平		3		(桃　山)								高岸		佑季		3		(桃　山)

		306		三浦		啓輔		3		(洛　南)														1703		加地		琴音		2		(明　徳)								女Ｓ								5501		池田 ・ 原田						(すばる)						1						5203		田中 ・ 木村				(桃　山)		(桃　山)						2																												4602		辻		翔太		2		(洛　東)														5204		吉岡		玲奈		2		(桃　山)												野口		剛		3		永谷		茶門		1		(同　国)								佐野		友紀		3		正田		結		3		(南　陽)								馬場		孔明		3		(平　安)								中江		亜衣		3		(桃　山)

		307		佐藤		大紀		2		(洛　南)														1801		赤川		真生		3		(華頂女)						0		女Ｓ								5503		髙橋 ・ 對馬						(すばる)						1						6801		中元 ・ 高崎				(田　辺)		(田　辺)						2																												4603		川邉		拓実		2		(洛　東)														5205		有吉		由姫		3		(桃　山)												常川		純輝		3		飯野		正義		3		(同志社)								岩井		杏奈		3		加藤		蓮美		2		(平　安)								足立原		陸		2		(平　安)								松田		侑子		3		(桃　山)

		308		石田		怜		1		(洛　南)														1802		上明戸		早紀		3		(華頂女)						0		女Ｓ								5801		小野山 ・ 山田						(西乙訓)						1						7902		澤 ・ 宮崎				(西　京)		(西　京)						2																												4604		宮前		卓哉		1		(洛　東)														5206		古田		明日香		2		(桃　山)												小森		瞭		3		横井		啓真		2		(平　安)								金沢		奈菜		3		馬場		玲奈		1		(平　安)								小森　		瞭		3		(平　安)								大八木		志歩		3		(同志社)

		309		小嶋		健太郎		1		(洛　南)														1803		喜納		美空		3		(華頂女)						0		女Ｓ								6301		安倍 ・ 藤村						(城　陽)						1						404		金澤 ・ 大渕				(同志社)		(同志社)																																		4605		丸山		大輝		2		(洛　東)														5207		榎		光優		2		(桃　山)												新島		魁人		3		向井		将大		3		(平　安)								溝口		華恋		3		谷		美由		1		(峰　山)								竹内		大登		3		(平　安)								岸上		鈴華		3		(平　安)

		310		洪		達奇		3		(洛　南)														1804		池田		侑香里		2		(華頂女)						0		女Ｓ								6402		厚地 ・ 津村						(西城陽)						1						801		畠中 ・ 山本				(京学園)		(京学園)																																		4606		髙橋		哲崚		1		(洛　東)														5208		廣瀨		友唯		1		(桃　山)												秦野		雄吉		3		西山		哲平		2		(平　安)								山本		菜緒		3		大澤		笑子		2		(北嵯峨)								横井		啓真		2		(平　安)								丸山		結菜		2		(平　安)

		311		藤本		翔馬		3		(洛　南)														1805		加藤		杏菜		1		(華頂女)						1		女Ｓ								7301		山口 ・ 辻井						(南　丹)						1						802		杉森 ・ 中西				(京学園)		(京学園)																																		4607		小川		侑希		1		(洛　東)														5209		木村		優花		1		(桃　山)												河野		紘己		3		池本		和宏		3		(洛　星)								松浦		杏奈		3		森岡		みずき		3		(洛　西)								秦野		雄吉		3		(平　安)								金沢		奈菜		3		(平　安)

		312		和田		一真		2		(洛　南)														1806		池田		紗也佳		1		(華頂女)						1		女Ｓ								301		池端 ・ 石田						(洛　南)												1001		上野 ・ 上茶谷				(花　園)		(花　園)																																		4608		櫻井		純平		1		(洛　東)														5210		田中		沙也加		2		(桃　山)												大槻		嵐志		3		小川		真央		3		(洛　西)								渡邉		ひかる		3		牧野		玲子		2		(洛　東)								西山		哲平		2		(平　安)								三浦		若菜		3		(平　安)

		313		土井田		紘樹		2		(洛　南)														1807		竹信		美紀		3		(華頂女)						1		女Ｓ								302		三浦 ・ 孕石						(洛　南)												1002		片山 ・ 廣野				(花　園)		(花　園)																																		4609		小林		舜		1		(洛　東)														5211		石井		美優		1		(桃　山)												神田		神楽		3		藤本		滉二郎		3		(洛　西)								増田		由佳		2		粟田		梨歩		2		(洛　東)								南崎		裕人		1		(平　安)								新島		伊代		1		(平　安)

		314		孕石		亮太		2		(洛　南)														1808		榊田		莉香		2		(華頂女)								女Ｓ								303		中川 ・ 藤本						(洛　南)												1401		古川 ・ 牧野　				(京成章)		(京成章)																																		4610		窪田		祥也		1		(洛　東)																																		櫻井		純平		1		小川		侑希		1		(洛　東)								塚本		佳千		3		羽月		和代		2		(洛　東)								田村		典照		1		(平　安)								馬場		玲奈		1		(平　安)

		315		水谷		太寿		2		(洛　南)														1809		初田		和花		2		(華頂女)						1		女Ｓ								304		佐藤 ・ 小嶋						(洛　南)												1402		阪田 ・ 竹田				(京成章)		(京成章)																																		4611		家垣		悠都		1		(洛　東)																																		松本		陸也		3		村尾		力也		3		(廣学館)								燈田		結乃		3		田		侑可		3		(莵　道)								穂積		佑哉		1		(平　安)								加藤		蓮美		2		(平　安)

		316		五十嵐		大地		2		(洛　南)														1810		加名山		穂香		1		(華頂女)						1		女Ｓ								305		杉本 ・ 宮元						(洛　南)												1701		野村 ・ 菅原				(明　徳)		(明　徳)																																		4612		土屋		方信		1		(洛　東)																																		藤村		健嗣		3		冨永		達暉		3		(莵　道)								安達		麻衣子		1		倉谷		七菜		1		(莵　道)								松村		宗太郎		1		(平　安)								大澤		笑子		2		(北嵯峨)

		317		小西		佑典		2		(洛　南)														1811		内藤		彩楓		1		(華頂女)								女Ｓ								307		五十嵐 ・ 今西						(洛　南)												1807		倉谷 ・ 得能				(華頂女)		(華頂女)																																																																																																																				河野		紘己		3		(洛　星)								牧野		玲子		2		(洛　東)

		401		岸本		裕基		2		(同志社)														1812		倉谷		明優		1		(華頂女)								女Ｓ								308		洪 ・ 水谷						(洛　南)												1902		田中 ・ 北脇				(京文教)		(京文教)																																																																																																																				小川		真央		3		(洛　西)								渡邉		ひかる		3		(洛　東)

		402		小川		聡太		2		(同志社)														1813		西尾		瑚都		1		(華頂女)								女Ｓ								401		岸本 ・ 小川						(同志社)												1903		蜂須賀 ・ 北村				(京文教)		(京文教)																																																																																																																				松田　		遼平		2		(洛　東)								粟田		梨歩		2		(洛　東)

		403		森下		敬斗		2		(同志社)														1814		得能		麗愛		1		(華頂女)								女Ｓ								402		向山 ・ 磯嶋						(同志社)												1904		清水 ・ 後藤				(京文教)		(京文教)																																																																																																																				冨永		達暉		3		(莵　道)								塚本		佳千		3		(洛　東)

		404		向山		知秀		2		(同志社)														1901		山本		葵		3		(京文教)						1		女Ｓ								403		森下 ・ 須鎗						(同志社)												2101		北野 ・ 藤原				(京都女)		(京都女)																																																																																																																																		安達		麻衣子		1		(莵　道)

		405		須鎗		裕次郎		2		(同志社)														1902		中山		愛野		3		(京文教)								女Ｓ								404		万木 ・ 平田						(同志社)												2102		稲留 ・ 藤田				(京都女)		(京都女)

		406		磯嶋		真生		2		(同志社)														1903		田中		千菜津		3		(京文教)								女Ｓ								502		山本 ・ 清水						(立命館)												2103		浅野 ・ 土井田				(京都女)		(京都女)																																																																										16																				16																				11														16

		407		万木		康平		1		(同志社)														1904		北脇		美遥		3		(京文教)								女Ｓ								503		松宮 ・ 亀井						(立命館)												2104		眞鍋 ・ 磯川				(京都女)		(京都女)

		408		平田		汐音		1		(同志社)														1905		北村		実咲		2		(京文教)								女Ｓ								504		川崎 ・ 吉田						(立命館)												2105		柳生 ・ 荒木				(京都女)		(京都女)

		501		安井		諒		2		(立命館)						1								1906		清水		美里		3		(京文教)								女Ｓ								505		嶋倉 ・ 井口						(立命館)												2106		木下 ・ 榊				(京都女)		(京都女)

		502		吉田		拓人		1		(立命館)														1907		蜂須賀		未帆		2		(京文教)								女Ｓ								506		西村 ・ 石井						(立命館)												2401		中村 ・ 渡辺				(京産附)		(京産附)

		503		山本		章悟		1		(立命館)														1908		後藤		晴香		1		(京文教)								女Ｓ								601		辻 ・ 野田						(洛　星)												2402		永田 ・ 岸				(京産附)		(京産附)

		504		簱		直樹		2		(立命館)														2101		藤原		友香		3		(京都女)								女Ｓ								602		太井 ・ 山田						(洛　星)												2501		團野 ・ 川出				(　橘　)		(　橘　)

		505		清水		勇揮		1		(立命館)														2102		北野		莉乃		3		(京都女)								女Ｓ								603		高橋 ・ 萩森						(洛　星)												2601		小川 ・ 高木				(平安女)		(平安女)

		506		松宮		拓未		2		(立命館)														2103		稲留		晴香		2		(京都女)								女Ｓ								701		坂根 ・ 垣内						(大　谷)												2602		平手 ・ 前家				(平安女)		(平安女)

		507		亀井		拓海		2		(立命館)														2104		藤田		みな		2		(京都女)								女Ｓ								702		中西 ・ 田中 タナカ						(大　谷)												4101		北村 ・ 守屋				(山　城)		(山　城)

		508		川崎		和弥		3		(立命館)														2105		柳生		真岐		3		(京都女)								女Ｓ								802		角村 ・ 今西						(京学園)												4401		田中 ・ 坂井				(北　稜)		(北　稜)

		509		井口		諒		3		(立命館)														2106		眞鍋		華歩		3		(京都女)								女Ｓ								803		梅野 ・ 西村						(京学園)												4703		北村 ・ 西村				(鳥　羽)		(鳥　羽)

		510		嶋倉		啓太		3		(立命館)														2107		荒木		千晴		2		(京都女)								女Ｓ								804		渡邉 ・ 大西						(京学園)												4704		庄野 ・ 西田				(鳥　羽)		(鳥　羽)

		511		西村		大志		3		(立命館)														2108		浅野		優里		2		(京都女)								女Ｓ								805		西村 ・ 井上						(京学園)												4705		藤田 ・ 竹内				(鳥　羽)		(鳥　羽)

		512		石井		将一郎		3		(立命館)														2109		土井田		朱理		2		(京都女)								女Ｓ								806		今江 ・ 原						(京学園)												4902		八木 ・ 植松				(北嵯峨)		(北嵯峨)

		601		辻		知晃		2		(洛　星)														2110		木下		あかり		2		(京都女)								女Ｓ								807		吉田 ・ 竹村						(京学園)												4903		上野 ・ 滝澤				(北嵯峨)		(北嵯峨)

		602		太井		喬		2		(洛　星)														2111		榊		美咲		2		(京都女)								女Ｓ								808		松本 ・ 目片						(京学園)												4904		笹木 ・ 髙橋				(北嵯峨)		(北嵯峨)

		603		野田		祐介		2		(洛　星)														2112		磯川		真希		3		(京都女)								女Ｓ								809		長尾 ・ 鶴山						(京学園)												5001		坂本 ・ 園田				(　桂　)		(　桂　)

		604		山田		賀崇		2		(洛　星)														2113		並川		千有紀		2		(京都女)								女Ｓ								810		伊藤 ・ 石井						(京学園)												5102		山本 ・ 野田				(洛　西)		(洛　西)

		605		高橋		智哉		1		(洛　星)														2201		三宅		未桜		3		(精華女)								女Ｓ								811		永野 ・ 高倉						(京学園)												5204		和久田 ・ 石井				(桃　山)		(桃　山)

		606		萩森		崇史		1		(洛　星)														2202		田代		華		3		(精華女)								女Ｓ								812		東 ・ 松本						(京学園)												5206		服部 ・ 山田				(桃　山)		(桃　山)

		701		垣内		隆志		2		(大　谷)														2203		三島		舞子		3		(精華女)								女Ｓ								1003		宮本 ・ 五坪						(花　園)												5207		東 ・ 竹川				(桃　山)		(桃　山)

		702		山口		卯興		2		(大　谷)														2401		中村		静佳		2		(京産附)								女Ｓ								1004		二村 ・ 清水						(花　園)												5208		山﨑 ・ 池田				(桃　山)		(桃　山)

		703		坂根		侑樹		2		(大　谷)														2402		渡辺		智		1		(京産附)								女Ｓ								1201		松浦 ・ 今福						(同　国)												5303		上原 ・ 小山				(東　稜)		(東　稜)

		704		中西		貴哉		1		(大　谷)														2403		永田		玲奈		1		(京産附)								女Ｓ								1202		中村 ・ 中根						(同　国)												5304		姫野 ・ 宮前				(東　稜)		(東　稜)

		705		奥村		笙		1		(大　谷)														2404		岸		風未佳		1		(京産附)								女Ｓ								1203		草水 ・ 柳						(同　国)												5502		寺前 ・ 畑矢				(すばる)		(すばる)

		706		田中		宏介		1		(大　谷)														2501		團野		愛未		1		(　橘　)								女Ｓ								1204		髙木 ・ 酒村						(同　国)												5504		中川 ・ 中川				(すばる)		(すばる)

		707		皆川		昌哉		1		(大　谷)														2502		川出		佑香		1		(　橘　)								女Ｓ								1205		三竹 ・ 足立						(同　国)												5505		小山 ・ 辻				(すばる)		(すばる)

		708		橋本		颯真		1		(大　谷)														2601		小川		沙織		3		(平安女)								女Ｓ								1301		佐藤 ・ 西池						(廣学館)												5506		北村 ・ 福本				(すばる)		(すばる)

		801		酒井		航己		3		(京学園)						1								2602		高木		優葉		2		(平安女)								女Ｓ								1302		藤森 ・ 福嶌						(廣学館)												5601		井守 ・ 増子				(向　陽)		(向　陽)

		802		今田		健		3		(京学園)														2603		平手		志帆		2		(平安女)								女Ｓ								1401		片岡 ・ 加藤						(京成章)												6202		倉谷 ・ 今西				(莵　道)		(莵　道)

		803		角村		翔		1		(京学園)														2604		前家		里咲		2		(平安女)								女Ｓ								1402		児島 ・ 中村						(京成章)												6203		川越 ・ 磯部				(莵　道)		(莵　道)

		804		梅野		貴司		2		(京学園)														2701		鳥居		茉瑚		2		(洛陽総)								女Ｓ								1701		橋本 ・ 木村						(明　徳)												6204		官尾 ・ 芝				(莵　道)		(莵　道)

		805		西村		拓磨		3		(京学園)														3901		鍋田		みのり		3		(翔　英)								女Ｓ								1702		磯部 ・ 笹池						(明　徳)												6205		本上 ・ 井上				(莵　道)		(莵　道)

		806		今西		悠辰		1		(京学園)														4101		北村		萌夏		1		(山　城)								女Ｓ								1703		山内 ・ 植村						(明　徳)												6301		東 ・ 大下				(城　陽)		(城　陽)

		807		渡邉		雄太		2		(京学園)														4102		守屋		凜		1		(山　城)								女Ｓ								1704		三谷 ・ 出野 ミタニ						(明　徳)												6302		富川 ・ 木村				(城　陽)		(城　陽)

		808		大西		喬紀		2		(京学園)														4103		体岡		沙耶		1		(山　城)								女Ｓ								1901		今井 ・ 須賀						(京文教)												6401		東田 ・ 平川				(西城陽)		(西城陽)

		809		西村		航希		3		(京学園)														4401		田中		美紅		3		(北　稜)								女Ｓ								1902		八田 ・ 川根						(京文教)												6402		寺下 ・ 星野				(西城陽)		(西城陽)

		810		井上		広陸		2		(京学園)														4402		坂井		里奈		3		(北　稜)								女Ｓ								2402		大場 ・ 山本						(京産附)												6403		佐治 ・ 堀				(西城陽)		(西城陽)

		811		今江		将雄		3		(京学園)														4403		島崎		友里		2		(北　稜)								女Ｓ								2403		上田 ・ 岡田						(京産附)												6901		有田 ・ 谷口				(木　津)		(木　津)

		812		松本		遼太郎		1		(京学園)														4501		殿村		澄香		1		(朱　雀)								女Ｓ								2404		足立 ・ 中村						(京産附)												6902		中西 ・ 森本				(木　津)		(木　津)

		813		目片		鴻佑		1		(京学園)														4502		白石		もも		1		(朱　雀)								女Ｓ								2405		池亀 ・ 西村						(京産附)												6903		小池 ・ 亀山				(木　津)		(木　津)

		814		竹村		幸太		1		(京学園)														4601		牧野		玲子		3		(洛　東)						1		女Ｓ								2406		松永 ・ 石原						(京産附)												7001		高室 ・ 木ノ上				(南　陽)		(南　陽)

		815		原		一輝		3		(京学園)														4602		粟田		梨歩		3		(洛　東)						1		女Ｓ								2407		重田 ・ 大八木						(京産附)												7002		村上 ・ 吉村				(南　陽)		(南　陽)

		816		吉田		崇浩		3		(京学園)														4603		今西		梓		2		(洛　東)						1		女Ｓ								2501		岡本 ・ 高田						(　橘　)												7201		岡本 ・ 射場				(亀　岡)		(亀　岡)

		817		伊藤		寛亮		2		(京学園)														4604		近記		百香		2		(洛　東)						1		女Ｓ								2701		山本 ・ 辻						(洛陽総)												7202		清水 ・ 畠山				(亀　岡)		(亀　岡)

		818		長尾		蘭河		3		(京学園)														4605		増田		由佳		3		(洛　東)						1		女Ｓ								2702		平連 ・ 小倉						(洛陽総)												7903		小石 ・ 浦野				(西　京)		(西　京)

		819		鶴山		大河		1		(京学園)														4606		羽月		和代		3		(洛　東)								女Ｓ								2703		岡田 ・ 津田						(洛陽総)												7904		今西 ・ 西田				(西　京)		(西　京)

		820		永野		秀太		1		(京学園)														4607		藤野		成美		3		(洛　東)								女Ｓ								2704		坂根 ・ 山口 ヤマグチ						(洛陽総)												7905		畑 ・ 槌田				(西　京)		(西　京)

		821		高倉		祐登		3		(京学園)														4608		谷岡		美由紀		2		(洛　東)								女Ｓ								2705		梶原 ・ 木村						(洛陽総)												8601		金井 ・ 青木　				(京教附)		(京教附)

		822		石井		侑汰		1		(京学園)														4609		木下		美菜		2		(洛　東)								女Ｓ								3701		リ ・ チョウ						(京朝鮮)												8602		吉井 ・ 栗原　				(京教附)		(京教附)

		823		東		理央		1		(京学園)														4610		奥原		未来		1		(洛　東)								女Ｓ								3901		谷 ・ 越本						(翔　英)												8603		林 ・ 常塚				(京教附)		(京教附)

		824		松本		結太		1		(京学園)														4701		青木		友佳		3		(鳥　羽)								女Ｓ								3902		中川 ・ 村井						(翔　英)												8604		新 ・ 奈良				(京教附)		(京教附)

		1001		西垣		太貴		3		(花　園)						1								4702		酒井		のどか		3		(鳥　羽)								女Ｓ								3903		小谷 ・ 玉井						(翔　英)												8701		下野 ・ 吉田				(工学院) コウガクイン		(工学院) コウガクイン

		1002		若井		志門		3		(花　園)														4703		西村		京		3		(鳥　羽)								女Ｓ								3904		矢田部 ・ 越野						(翔　英)

		1003		霧嶋		光希		2		(花　園)														4704		後藤		美森		3		(鳥　羽)								女Ｓ								3905		平井 ・ 谷口						(翔　英)

		1004		立田		善則		3		(花　園)														4705		森川		幸音		3		(鳥　羽)								女Ｓ								4102		詫間 ・ 高橋						(山　城)

		1005		宮本		幸輔		1		(花　園)														4706		北村		萌夏		3		(鳥　羽)								女Ｓ								4104		柴田 ・ 諸道						(山　城)

		1006		五坪		陽利		1		(花　園)														4707		庄野		あかり		2		(鳥　羽)								女Ｓ								4105		大八木 ・ 安田						(山　城)

		1007		山内		将裕		3		(花　園)														4708		西田		京香		1		(鳥　羽)								女Ｓ								4401		安井 ・ 吉岡						(北　稜)

		1008		二村		幸樹		1		(花　園)														4709		竹内		ほのか		1		(鳥　羽)								女Ｓ								4402		田中 ・ 田						(北　稜)

		1009		清水		海璃		1		(花　園)														4710		藤田		綾乃		1		(鳥　羽)								女Ｓ								4604		土屋 ・ 家垣						(洛　東)

		1201		松浦		能樹		3		(同　国)														4801		北河		英美里		3		(嵯峨野)						1		女Ｓ								4605		櫻井 ・ 小林						(洛　東)

		1202		今福		直樹		3		(同　国)														4802		千代		茜絵		3		(嵯峨野)						1		女Ｓ								4607		小原 ・ 谷口						(洛　東)

		1203		中根		智樹		1		(同　国)														4803		阿部		綾花		2		(嵯峨野)								女Ｓ								4608		來海 ・ 中嶋						(洛　東)

		1204		中村		拓		1		(同　国)														4804		八束		菜々子		2		(嵯峨野)								女Ｓ								4609		小寺 ・ 佐々木						(洛　東)

		1205		森武		亮介		1		(同　国)														4805		下村		りか		1		(嵯峨野)								女Ｓ								4610		橋元 ・ 登						(洛　東)

		1206		酒村		祐希		3		(同　国)														4901		大澤		笑子		3		(北嵯峨)						1		女Ｓ								4702		徳田 ・ 中川						(鳥　羽)

		1207		髙木		智哉		3		(同　国)														4902		八木		望		2		(北嵯峨)						1		女Ｓ								4703		小林 ・ 高野						(鳥　羽)

		1208		草水		友冶		2		(同　国)														4903		山内		藍里		2		(北嵯峨)								女Ｓ								4704		梶原 ・ 向井						(鳥　羽)

		1209		三竹		潤		2		(同　国)														4904		上野		奈美		2		(北嵯峨)								女Ｓ								4705		伊藤 ・ 髙島						(鳥　羽)

		1210		柳		祐太朗		2		(同　国)														4905		植松		莉菜		3		(北嵯峨)								女Ｓ								4706		田村 ・ 小林						(鳥　羽)

		1211		足立		潤治		2		(同　国)														4906		滝澤		純菜		2		(北嵯峨)								女Ｓ								4707		大浦 ・ 上世						(鳥　羽)

		1301		佐藤		望		3		(廣学館)														4907		笹木		もも		1		(北嵯峨)								女Ｓ								4708		國武 ・ 下村						(鳥　羽)

		1302		藤森		和樹		2		(廣学館)														4908		髙橋		茉那		1		(北嵯峨)								女Ｓ								4709		内藤 ・ 深田						(鳥　羽)

		1303		西池		亮太		2		(廣学館)														5001		坂本		飛鳥		2		(　桂　)								女Ｓ								4710		横谷 ・ 中村						(鳥　羽)

		1304		永村		海人		1		(廣学館)														5002		園田		華和		1		(　桂　)								女Ｓ								4802		中島 ・ 樋口						(嵯峨野)

		1305		福嶌		亮		2		(廣学館)														5101		松本		美穂		3		(洛　西)								女Ｓ								4804		塩見 ・ 柴田						(嵯峨野)

		1306		川辺		龍清		1		(廣学館)														5102		板崎		葵		3		(洛　西)								女Ｓ								4805		宮下 ・ 渡邉						(嵯峨野)

		1307		藤本		宇宙		3		(廣学館)														5103		山本		莉子		1		(洛　西)								女Ｓ								4806		世古 ・ 山本						(嵯峨野)

		1401		加藤		石丸		3		(京成章)														5104		野田		麻央		1		(洛　西)						1		女Ｓ								4901		曽根 ・ 西村						(北嵯峨)

		1402		片岡		冴輝		3		(京成章)														5105		寺西		桃子		1		(洛　西)								女Ｓ								4902		市川 ・ 奥田						(北嵯峨)

		1403		中村		裕貴		2		(京成章)														5106		木村		妃夏		1		(洛　西)								女Ｓ								4903		齋藤 ・ 浅井						(北嵯峨)

		1404		児島		智也		3		(京成章)														5107		高橋		愛香		1		(洛　西)								女Ｓ								4904		 ・ 岡本 オカモト						(北嵯峨)

		1405		岡本		怜央		2		(京成章)														5201		吉岡		玲奈		3		(桃　山)						1		女Ｓ								5001		四方 ・ 吉岡						(　桂　)

		1701		橋本		大地		2		(明　徳)														5202		髙木		莉紗		1		(桃　山)						1		女Ｓ								5102		荻野 ・ 城戸						(洛　西)

		1702		木村		璙雅		1		(明　徳)														5203		廣瀨		友唯		2		(桃　山)								女Ｓ								5103		奥野 ・ 谷森						(洛　西)

		1703		笹池		祥太		2		(明　徳)														5204		古田		明日香		3		(桃　山)								女Ｓ								5104		川上 ・ 丸山						(洛　西)

		1704		小原		匡史		3		(明　徳)														5205		服部		聖来		1		(桃　山)								女Ｓ								5202		池田 ・ 髙橋						(桃　山)

		1705		磯部		史斗		2		(明　徳)														5206		榎		光優		3		(桃　山)								女Ｓ								5204		井上 ・ 木村						(桃　山)

		1706		山内		翔		2		(明　徳)														5207		石井		美優		2		(桃　山)								女Ｓ								5205		加藤 ・ 中村						(桃　山)

		1707		出野		直希		1		(明　徳)														5208		木村		優花		2		(桃　山)								女Ｓ								5207		中川 ・ 林						(桃　山)

		1708		三谷		宗		1		(明　徳)														5209		和久田		有紗		2		(桃　山)								女Ｓ								5208		伊川 ・ 松灘						(桃　山)

		1709		植村		琉弥		2		(明　徳)														5210		田中		沙也加		3		(桃　山)								女Ｓ								5209		市川 ・ 山岡						(桃　山)

		1710		南村		一輝		1		(明　徳)														5211		輕尾		有紗		1		(桃　山)								女Ｓ								5210		加藤 ・ 安蒜						(桃　山)

		1711		田賀		優治		1		(明　徳)														5212		東		莉那		1		(桃　山)								女Ｓ								5211		花本 ・ 八上						(桃　山)

		1901		今井		裕一		3		(京文教)														5213		山田		緑		1		(桃　山)								女Ｓ								5212		竹内 ・ 北脇						(桃　山)

		1902		須賀		翔梧		3		(京文教)														5214		竹川		瑠美南		1		(桃　山)								女Ｓ								5213		髙橋 ・ 上野						(桃　山)

		1903		川根		吉裕		2		(京文教)														5215		山﨑		菜摘		1		(桃　山)								女Ｓ								5214		榎本 ・ 水谷						(桃　山)

		1904		八田		遼太郎		2		(京文教)														5216		池田		和香奈		1		(桃　山)								女Ｓ								5215		丸山 ・ 簑						(桃　山)

		1905		島田		大生		3		(京文教)														5301		西山		京姫		3		(東　稜)						1		女Ｓ								5216		森本 ・ 鑓水						(桃　山)

		1906		八田		龍征		2		(京文教)														5302		橋口		美優香		3		(東　稜)						1		女Ｓ								5217		清水 ・ 藤田						(桃　山)

		2401		大場		累加		3		(京産附)														5303		上原		夕夏		2		(東　稜)								女Ｓ								5218		佐藤 ・ 曽和						(桃　山)

		2402		山本		敦暉		3		(京産附)														5304		遠藤		優華		2		(東　稜)								女Ｓ								5219		大西 ・ 山田						(桃　山)

		2403		上田		大貴		3		(京産附)														5305		礒谷		日奈乃		2		(東　稜)								女Ｓ								5303		沼田 ・ 奥村						(東　稜)

		2404		岡田		啓頌		3		(京産附)														5306		小山		菜月		2		(東　稜)								女Ｓ								5304		田中 ・ 野入						(東　稜)

		2405		池亀		諒羽		2		(京産附)														5307		姫野		真衣		1		(東　稜)								女Ｓ								5305		木下 ・ 小糸						(東　稜)

		2406		森脇		大朗		2		(京産附)														5308		宮前		藍		1		(東　稜)								女Ｓ								5306		白井 ・ 山本						(東　稜)

		2407		松永		舜太郞		2		(京産附)														5401		渡邉		小雪		1		(洛　水)								女Ｓ								5307		井上 ・ 橋本						(東　稜)

		2408		足立		大希		2		(京産附)														5501		早田		夕莉		3		(すばる)						1		女Ｓ								5308		中住 ・ 西山						(東　稜)

		2409		冨田		圭佑		1		(京産附)														5502		畑矢		真穂		2		(すばる)								女Ｓ								5309		川内 ・ 横田						(東　稜)

		2410		大八木		遥希		1		(京産附)														5503		駒井		佑香		3		(すばる)						1		女Ｓ								5310		清水 ・ 高橋						(東　稜)

		2411		重田		和輝		1		(京産附)														5504		吉岡		実穂		2		(すばる)								女Ｓ								5401		髙屋 ・ 小河						(洛　水)

		2412		西村		穂貴		1		(京産附)														5505		寺前		亜美		2		(すばる)								女Ｓ								5402		是永 ・ 内井						(洛　水)

		2413		中村		剛介		1		(京産附)														5506		中村		朝美		2		(すばる)								女Ｓ								5502		澤 ・ 廣岡						(すばる)

		2414		石原		政暢		2		(京産附)														5507		辻		朱利		1		(すばる)								女Ｓ								5504		長井 ・ 山本						(すばる)

		2501		岡本		龍弥		3		(　橘　)														5508		小山		成美		1		(すばる)								女Ｓ								5505		中塚 ・ 山田						(すばる)

		2502		高田		昂希		3		(　橘　)														5509		中川		陽奈子		1		(すばる)								女Ｓ								5506		井上 ・ 寺谷						(すばる)

		2503		園		偉彩也		2		(　橘　)														5510		中川		紫乃		1		(すばる)								女Ｓ								5507		大段 ・ 多羅尾						(すばる)

		2701		山本		侑弥		3		(洛陽総)														5511		福本		鈴		2		(すばる)								女Ｓ								5508		坂田 ・ 新田						(すばる)

		2702		辻		堅太		1		(洛陽総)														5512		北村		たえ		2		(すばる)								女Ｓ								5509		小松 ・ 札葉						(すばる)

		2703		平連		楓真		1		(洛陽総)														5601		井守		彩音		1		(向　陽)								女Ｓ								5510		中村 ・ 森本						(すばる)

		2704		小倉		悠太		1		(洛陽総)														5602		増子		莉彩		1		(向　陽)								女Ｓ								5511		上島 ・ 澤						(すばる)

		2705		岡田		周介		2		(洛陽総)														5701		上田		有紗		1		(乙　訓)								女Ｓ								5512		足立 ・ 平良						(すばる)

		2706		梶原		将太		2		(洛陽総)														6201		安達		麻衣子		2		(莵　道)						1		女Ｓ								5513		川本 ・ 髙橋						(すばる)

		2707		津田		功樹		2		(洛陽総)														6202		大塚		栞奈		1		(莵　道)								女Ｓ								5514		長嶺 ・ 西山						(すばる)

		2708		坂根		恭平		3		(洛陽総)														6203		今西		純		1		(莵　道)								女Ｓ								5601		小山 ・ 森本						(向　陽)

		2709		木村		惇史		2		(洛陽総)														6204		倉谷		七菜		2		(莵　道)								女Ｓ								5802		高橋 ・ 堀田						(西乙訓)

		2710		山口		柚太		3		(洛陽総)														6205		官尾		麻未		1		(莵　道)								女Ｓ								5803		伊東 ・ 佐野						(西乙訓)

		2711		松本		涼		2		(洛陽総)														6206		磯部		風羽		1		(莵　道)								女Ｓ								5804		今井 ・ 藤井						(西乙訓)

		3701		リ		チョンドッ		3		(京朝鮮)														6207		芝		優樹		1		(莵　道)								女Ｓ								5805		大平 ・ 中村						(西乙訓)

		3702		チョウ		ビホ		3		(京朝鮮)														6208		川越		悠里		2		(莵　道)								女Ｓ								5806		川浪 ・ 田井						(西乙訓)

		3901		越本		創		3		(翔　英)														6209		本上		舞香		2		(莵　道)								女Ｓ								5807		岡田 ・ 舩戸						(西乙訓)

		3902		谷		大二郎		2		(翔　英)														6210		井上		ちはる		1		(莵　道)								女Ｓ								6201		岩本 ・ 岩﨑						(莵　道)

		3903		中川		悠斗		2		(翔　英)														6211		松村		望央		2		(莵　道)								女Ｓ								6202		吉田 ・ 松田						(莵　道)

		3904		玉井		拓輝		1		(翔　英)														6301		大下		莉奈		1		(城　陽)								女Ｓ								6203		加藤 ・ 二家						(莵　道)

		3905		小谷		裕征		2		(翔　英)														6302		東		瑞姫		2		(城　陽)								女Ｓ								6204		清水 ・ 伏見谷						(莵　道)

		3906		村井		翔		2		(翔　英)														6303		木村		陽菜		1		(城　陽)								女Ｓ								6205		藤田 ・ 長谷川						(莵　道)

		3907		谷口		雄音		1		(翔　英)														6304		富川		恵唯		1		(城　陽)								女Ｓ								6206		長野 ・ 初坂						(莵　道)

		3908		平井		大地		1		(翔　英)														6401		平川		麻耶		2		(西城陽)						1		女Ｓ								6207		永山 ・ 茨木						(莵　道)

		3909		越野		達也		1		(翔　英)														6402		東田		聖美		3		(西城陽)								女Ｓ								6208		上田 ・ 岸						(莵　道)

		3910		矢田部		凌		3		(翔　英)														6403		寺下		倫佳		3		(西城陽)						1		女Ｓ								6209		荒堀 ・ 西原						(莵　道)

		4101		嶋木		祐介		3		(山　城)						1								6404		堀		沙矢香		3		(西城陽)								女Ｓ								6302		川端 ・ 西村						(城　陽)

		4102		吉田		直矢		3		(山　城)														6405		星野		愛日		3		(西城陽)								女Ｓ								6303		前野 ・ 鈴木						(城　陽)

		4103		詫間		一生		3		(山　城)														6406		佐治		萌香		3		(西城陽)								女Ｓ								6304		大川 ・ 中島						(城　陽)

		4104		田辺		暖柊		2		(山　城)														6407		東野		愛		2		(西城陽)								女Ｓ								6305		高橋 ・ 森本						(城　陽)

		4105		諸道		昂佑		2		(山　城)														6801		中元		紗弓		3		(田　辺)								女Ｓ								6306		京田 ・ 安井						(城　陽)

		4106		高橋		直樹		2		(山　城)														6802		高崎		南欧		2		(田　辺)								女Ｓ								6307		今峰 ・ 小山						(城　陽)

		4107		柴田		卓磨		2		(山　城)														6803		加藤		楓子		2		(田　辺)								女Ｓ								6308		小堀 ・ 岡田						(城　陽)

		4108		木村		光佑		2		(山　城)														6804		山川		愛紗		1		(田　辺)								女Ｓ								6309		辻本 ・ 上村						(城　陽)

		4109		安田		哲朗		1		(山　城)														6901		小池		未夢		2		(木　津)								女Ｓ								6401		長村 ・ 橋本						(西城陽)

		4110		大八木		涼介		1		(山　城)														6902		三木		柚花		2		(木　津)								女Ｓ								6403		脇坂 ・ 大倉						(西城陽)

		4111		松木		温寛		1		(山　城)														6903		森本		真央		2		(木　津)								女Ｓ								6404		齊藤 ・ 栗林						(西城陽)

		4112		竹内		映人		1		(山　城)														6904		亀山		美乃		1		(木　津)								女Ｓ								6501		寳谷 ・ 宮川						(京八幡)

		4113		高垣		皓一		1		(山　城)														6905		有田		愛花		3		(木　津)								女Ｓ								6801		粂野 ・ 植田						(田　辺)

		4114		西村		誓太		1		(山　城)														6906		中西		楓		3		(木　津)								女Ｓ								6901		樽岡 ・ 舘						(木　津)

		4401		安井		亮太朗		2		(北　稜)														6907		谷口		茉友		3		(木　津)								女Ｓ								6902		嘉 ・ 福田						(木　津)

		4402		田中		友也		3		(北　稜)														7001		高室		梨紗		3		(南　陽)								女Ｓ								7001		芦田 ・ 福西						(南　陽)

		4403		吉岡		知輝		2		(北　稜)														7002		木ノ上		莉那		2		(南　陽)								女Ｓ								7002		中谷 ・ 門司						(南　陽)

		4404		山田		仁		2		(北　稜)														7003		村上		朋		3		(南　陽)								女Ｓ								7003		古村 ・ 下玉						(南　陽)

		4405		中村		寛樹		3		(北　稜)														7004		吉村		真衣		3		(南　陽)								女Ｓ								7004		飯田 ・ 守内						(南　陽)

		4406		𠮷田		圭佑		3		(北　稜)														7005		信田		恵里花		2		(南　陽)								女Ｓ								7005		新井 ・ 山村						(南　陽)

		4501		吹田		耀星		1		(朱　雀)														7201		岡本		咲紀		2		(亀　岡)								女Ｓ								7006		井坂 ・ 藤澤						(南　陽)

		4502		石原		孝浩		1		(朱　雀)														7202		清水		真子		1		(亀　岡)								女Ｓ								7201		上坊 ・ 芦田						(亀　岡)

		4503		森津		恭優		1		(朱　雀)														7203		射場		由穂		2		(亀　岡)								女Ｓ								7202		中山 ・ 谷口						(亀　岡)

		4504		古川		拓都		1		(朱　雀)														7204		畠山		芽依		1		(亀　岡)																7203		日下 ・ 藤井						(亀　岡)

		4601		松田		遼平		3		(洛　東)						0								7205		橋本		実澪		1		(亀　岡)																7204		虻川 ・ 湯浅						(亀　岡)

		4602		辻		翔太		3		(洛　東)						0								7701		能勢		小弥加		2		(洛陽工)																7302		駒水 ・ 髙見						(南　丹)

		4603		小川		侑季		2		(洛　東)						1								7901		上田		望		3		(西　京)																7701		小西 ・ 永谷						(洛陽工)

		4604		宮前		卓哉		2		(洛　東)						1								7902		澤		彩香		2		(西　京)																7702		石井 ・ 田名部						(洛陽工)

		4605		川邉		拓実		3		(洛　東)						1								7903		古川		歩美		3		(西　京)																7703		高山 ・ 塗師						(洛陽工)

		4606		櫻井		純平		2		(洛　東)														7904		宮崎		明子		2		(西　京)																7801		田中 ・ 坂口						(伏見工)

		4607		土屋		方信		2		(洛　東)														7905		小石		奈央子		3		(西　京)																7802		関口 ・ 相良						(伏見工)

		4608		窪田		祥也		2		(洛　東)						1								7906		浦野		彩香		3		(西　京)																7901		大谷 ・ 横谷						(西　京)

		4609		家垣		悠都		2		(洛　東)														7907		今西		陽世里		1		(西　京)						1		女Ｓ								7902		畑野 ・ 河合						(西　京)

		4610		髙橋		哲崚		2		(洛　東)						1								7908		西田		華月		1		(西　京)																7903		有村 ・ 小西						(西　京)

		4611		丸山		大輝		3		(洛　東)														7909		畑		いぶき		1		(西　京)																7904		大島 ・ 山下						(西　京)

		4612		小原		和己		1		(洛　東)														7910		槌田		彩乃		1		(西　京)																7905		加茂 ・ 清水						(西　京)

		4613		小林		舜		2		(洛　東)														8601		金井		美のり		3		(京教附)																8301		中西 ・ 安井						(紫　野)

		4614		來海		智哉		1		(洛　東)														8602		青木　		まり子		2		(京教附)																8302		西澤 ・ 池田						(紫　野)

		4615		谷口		雄紀		1		(洛　東)														8603		栗原　		有希		2		(京教附)																8601		三上 ・ 大澤						(京教附)

		4616		中嶋		宥友		1		(洛　東)														8604		吉井		優花		3		(京教附)																8602		鶴井 ・ 八鳥　						(京教附)

		4617		小寺		健太		1		(洛　東)														8605		白石		光		3		(京教附)																8603		岡本 ・ 前田						(京教附)

		4618		佐々木		升也		1		(洛　東)														8606		植村		緑葉		3		(京教附)																8604		坂本 ・ 徐						(京教附)

		4619		塩田		諄輔		1		(洛　東)														8607		常塚		優里		3		(京教附)																8605		小田島 ・ 角田						(京教附)

		4620		橋元		大貴		1		(洛　東)														8608		林		美月		3		(京教附)

		4621		登		康彦		1		(洛　東)														8609		新		由子		1		(京教附)

		4622		廣瀬		裕也		1		(洛　東)														8610		奈良		むらさ希		1		(京教附)

		4701		山根		伴哉		3		(鳥　羽)						1																						28

		4702		星原		瑠		3		(鳥　羽)

		4703		中川		大成		2		(鳥　羽)														9901		山本		実央		3		(成　美)

		4704		小林　		友哉		3		(鳥　羽)														9902		榊原		未侑		2		(成　美)

		4705		徳田		祥吾		2		(鳥　羽)														9903		中野		円香		3		(成　美)

		4706		下村		祐輝		2		(鳥　羽)														9904		村上		遥		3		(成　美)

		4707		向井		一馬		2		(鳥　羽)														9905		加藤 カトウ		未央 ミ オウ		2		(成　美)

		4708		梶原		蓮		3		(鳥　羽)														9906		山本		あおい		3		(成　美)

		4709		田村		拓望		3		(鳥　羽)														9907		幡司		杏香		1		(成　美)

		4710		高野		奎太朗		2		(鳥　羽)														9908

		4711		伊藤		頼人		1		(鳥　羽)														9909

		4712		上世		怜央		2		(鳥　羽)														9910		前田		流星		1		(成　美)

		4713		國武		星佑		2		(鳥　羽)

		4714		内藤		侑馬		2		(鳥　羽)

		4715		深田		玲絢		2		(鳥　羽)

		4716		横谷		光祐		2		(鳥　羽)

		4717		大浦		隆聖		2		(鳥　羽)

		4718		髙島		和起		1		(鳥　羽)

		4719		小林		竜人		1		(鳥　羽)

		4720		中村		圭汰		1		(鳥　羽)

		4801		岸田		拓也		3		(嵯峨野)						1

		4802		栗林		志恩		3		(嵯峨野)

		4803		牧田		莞司		1		(嵯峨野)

		4804		中島		靖哉		3		(嵯峨野)

		4805		樋口		聡文		3		(嵯峨野)

		4806		吉田		結		2		(嵯峨野)

		4807		柴田		拓磨		1		(嵯峨野)

		4808		宮下		昌也		2		(嵯峨野)

		4809		塩見		悠一郎		3		(嵯峨野)

		4810		宮崎		一心		3		(嵯峨野)

		4811		世古		開丸		3		(嵯峨野)

		4812		山本		逸人		3		(嵯峨野)

		4813		渡邉		悠太郎		2		(嵯峨野)

		4901		曽根		巧		3		(北嵯峨)

		4902		西村		秀平		2		(北嵯峨)

		4903		奥田		龍		2		(北嵯峨)

		4904		市川		裕大		2		(北嵯峨)

		4905		齋藤		元樹		3		(北嵯峨)

		4906				智紀		3		(北嵯峨)

		4907		浅井		佑嗣		3		(北嵯峨)

		4908		中井		涼矢		1		(北嵯峨)

		4909		西川		匠		1		(北嵯峨)

		4910		岡本 オカモト		悠樹 ユウキ		1		(北嵯峨)

		5001		四方		友博		2		(　桂　)

		5002		吉岡		公平		2		(　桂　)

		5101		高橋		志昌		3		(洛　西)

		5102		大山		竜平		3		(洛　西)

		5103		荻野		湧真		3		(洛　西)

		5104		大内		隼		2		(洛　西)

		5105		谷森		大地		2		(洛　西)

		5106		奥野		楓也		3		(洛　西)

		5107		川上		颯		1		(洛　西)

		5108		丸山		高史		1		(洛　西)

		5109		奥野		裕貴		1		(洛　西)

		5110		福井		基世		1		(洛　西)

		5201		池上		正泰		3		(桃　山)						1

		5202		水上		誠也		3		(桃　山)

		5203		太田		雄大		2		(桃　山)

		5204		新谷		直生		2		(桃　山)						1

		5205		池田		哲哉		3		(桃　山)

		5206		髙橋		昇平		3		(桃　山)

		5207		北村		幸昭		2		(桃　山)

		5208		井上		真吾		3		(桃　山)

		5209		中村		友哉		3		(桃　山)

		5210		花本		將伍		2		(桃　山)

		5211		木村		凌也		3		(桃　山)

		5212		加藤		翔		3		(桃　山)

		5213		伊川		颯馬		1		(桃　山)

		5214		山岡		あすか		1		(桃　山)

		5215		松灘		慎太郎		1		(桃　山)

		5216		市川		真吾		1		(桃　山)

		5217		廣瀬		楓馬		2		(桃　山)

		5218		八上		晃		2		(桃　山)

		5219		中川		高宏		2		(桃　山)

		5220		竹内		廉		2		(桃　山)

		5221		加藤		翼		1		(桃　山)

		5222		安蒜		元紀		1		(桃　山)

		5223		髙橋		駿太		1		(桃　山)

		5224		上野		真生		1		(桃　山)

		5225		林		登生		2		(桃　山)

		5226		水谷		和弥		1		(桃　山)

		5227		榎本		直紀		1		(桃　山)

		5228		藤田		辰生		1		(桃　山)

		5229		清水		太一		2		(桃　山)

		5230		北脇		新大		2		(桃　山)

		5231		丸山		万葉		2		(桃　山)

		5232		簑		明伸		2		(桃　山)

		5233		森本		康太		3		(桃　山)

		5234		鑓水		修欄		3		(桃　山)

		5235		佐藤		茂知		1		(桃　山)

		5236		曽和		亮佑		1		(桃　山)

		5237		川瀬		寛己		1		(桃　山)

		5238		大西		賢汰		1		(桃　山)

		5239		山田		恵太郎		1		(桃　山)

		5301		阪本		勇太		2		(東　稜)

		5302		江口		大輝		3		(東　稜)

		5303		粟津		翔太		3		(東　稜)

		5304		沼田		大輝		2		(東　稜)

		5305		福田		圭佑		3		(東　稜)

		5306		奥村		幸亮		2		(東　稜)

		5307		川内		大地		2		(東　稜)

		5308		野入		晴斗		1		(東　稜)

		5309		木下		陽翔		1		(東　稜)

		5310		田中		郁人		1		(東　稜)

		5311		小糸		雄太		1		(東　稜)

		5312		白井		達也		1		(東　稜)

		5313		山本		大輝		1		(東　稜)

		5314		井上		翔太		1		(東　稜)

		5315		橋本		崇来		1		(東　稜)

		5316		西山		翔梧		1		(東　稜)

		5317		中住		大輝		1		(東　稜)

		5318		横田		篤人		1		(東　稜)

		5319		高橋		太一		1		(東　稜)

		5320		清水		厚博		1		(東　稜)

		5401		髙屋		仁里		3		(洛　水)

		5402		小河		駿平		2		(洛　水)

		5403		加藤		圭佑		2		(洛　水)

		5404		是永		悠太		3		(洛　水)

		5405		橋本		智久		3		(洛　水)

		5406		内井		智基		2		(洛　水)

		5501		池田		雄翔		3		(すばる)

		5502		對馬		淡		2		(すばる)

		5503		中塚		悠斗		2		(すばる)

		5504		澤		主税		3		(すばる)

		5505		髙橋		隼人		2		(すばる)						1

		5506		山本		未来生		2		(すばる)

		5507		小松		誠矢		3		(すばる)

		5508		寺谷		有生		3		(すばる)

		5509		坂田		敦士		3		(すばる)

		5510		廣岡		拓		3		(すばる)

		5511		原田		朋幸		2		(すばる)

		5512		大段		一樹		2		(すばる)

		5513		新田		大晃		3		(すばる)

		5514		山田		聖哉		2		(すばる)

		5515		長井		亮成		2		(すばる)

		5516		多羅尾		翔太		2		(すばる)

		5517		澤		翔太		3		(すばる)

		5518		井上		裕斗		3		(すばる)

		5519		足立		央歩		2		(すばる)

		5520		札葉		諒太		3		(すばる)

		5521		森本		司		3		(すばる)

		5522		中村		未来也		3		(すばる)

		5523		上島		利輝斗		3		(すばる)

		5524		西山		泰人		1		(すばる)

		5525		川本		雅大		1		(すばる)

		5526		平良		柊		1		(すばる)

		5527		髙橋		明博		1		(すばる)

		5528		長嶺		龍馬		1		(すばる)

		5529		津髙		翔		1		(すばる)

		5530		元木		翔		3		(すばる)

		5601		小山		巧		3		(向　陽)

		5602		石古		大貴		1		(向　陽)

		5603		森本		達也		2		(向　陽)

		5604		中村		鴻太		1		(向　陽)

		5701		森本　		健太		2		(乙　訓)

		5702		寺崎		直人		1		(乙　訓)

		5703		井上		龍太郎		2		(乙　訓)

		5704		安田		智貴		2		(乙　訓)

		5705		岡本		豪太		2		(乙　訓)

		5706		松本		和		2		(乙　訓)

		5801		小野山		陸		3		(西乙訓)

		5802		山田		大樹		3		(西乙訓)

		5803		高橋		幸太郎		3		(西乙訓)

		5804		川浪		瑞己		3		(西乙訓)

		5805		伊東		弘平		2		(西乙訓)

		5806		今井		駿貴		2		(西乙訓)

		5807		田井		拓暉		3		(西乙訓)

		5808		佐野		俊介		2		(西乙訓)

		5809		堀田		悠介		3		(西乙訓)

		5810		舩戸		稜平		1		(西乙訓)

		5811		中村		直也		2		(西乙訓)

		5812		藤井		悠斗		2		(西乙訓)

		5813		大平		拓実		2		(西乙訓)

		5814		岡田		泰地		1		(西乙訓)

		6201		岩本		舜平		3		(莵　道)

		6202		岩﨑		勇登		2		(莵　道)

		6203		吉田		典央		3		(莵　道)

		6204		二家		涼平		2		(莵　道)

		6205		松田		大地		3		(莵　道)

		6206		伏見谷		翔哉		2		(莵　道)

		6207		加藤		隆太		3		(莵　道)

		6208		藤田		大輔		3		(莵　道)

		6209		清水		壮		2		(莵　道)

		6210		長谷川		綾一		1		(莵　道)

		6211		初坂		俊哉		1		(莵　道)

		6212		永山		善暉		1		(莵　道)

		6213		長野		大樹		3		(莵　道)

		6214		茨木		裕平		1		(莵　道)

		6215		西原		崇人		1		(莵　道)

		6216		岸		友規		2		(莵　道)

		6217		上田		朗大		2		(莵　道)

		6218		荒堀		立志		3		(莵　道)

		6301		安倍		優貴		3		(城　陽)

		6302		藤村		悠暉		1		(城　陽)

		6303		川端		琉斗		2		(城　陽)

		6304		西村		海晟		1		(城　陽)

		6305		前野		裕史		3		(城　陽)

		6306		森本		健仁		2		(城　陽)

		6307		大川		竜也		2		(城　陽)

		6308		鈴木		公平		3		(城　陽)

		6309		高橋		成那		3		(城　陽)

		6310		中島		拓海		3		(城　陽)

		6311		京田		尚樹		2		(城　陽)

		6312		安井		元		1		(城　陽)

		6313		今峰		佐紀人		1		(城　陽)

		6314		小山		大輝		1		(城　陽)

		6315		小堀		翔貴		1		(城　陽)

		6316		岡田		拓也		1		(城　陽)

		6317		辻本		高宏		1		(城　陽)

		6318		上村		洋平		1		(城　陽)

		6319		井口		卓馬		1		(城　陽)

		6401		長村		瑞貴		3		(西城陽)

		6402		橋本		拓実		3		(西城陽)

		6403		厚地		郁哉		3		(西城陽)

		6404		津村		淳		3		(西城陽)

		6405		寺嶋		修平		3		(西城陽)

		6406		脇坂		敦彦		2		(西城陽)

		6407		伊藤		徳希		2		(西城陽)

		6408		大倉		洋輝		1		(西城陽)

		6409		栗林		輝人		2		(西城陽)

		6410		齊藤		至宝		2		(西城陽)

		6411		津村		聡太		2		(西城陽)

		6412		志水		優太		2		(西城陽)

		6413		沖		龍世		2		(西城陽)

		6414		川内		大		2		(西城陽)

		6415		里村		成一		3		(西城陽)

		6416		桝田		剛志		3		(西城陽)

		6417		宮田		暉大		3		(西城陽)

		6501		寳谷		虎太		3		(京八幡)

		6502		宮川		直也		3		(京八幡)

		6801		粂野		風海		3		(田　辺)

		6802		植田		耀介		3		(田　辺)

		6803		米沢		颯真		2		(田　辺)

		6804		森　		智輝		2		(田　辺)

		6805		成光		智哉		2		(田　辺)

		6806		小松		大悟		2		(田　辺)

		6807		田中		智章		2		(田　辺)

		6808		加本		真之		2		(田　辺)

		6901		樽岡		勇人		3		(木　津)

		6902		橋口		和人		3		(木　津)

		6903		舘		智也		2		(木　津)

		6904		嘉		崇司郎		2		(木　津)

		6905		福田		晃大		2		(木　津)

		6906		吉田		翼		1		(木　津)

		6907		服部		一樹		1		(木　津)

		6908		白川		直樹		1		(木　津)

		6909		池本		歩夢		1		(木　津)

		6910		久保		祐弥		1		(木　津)

		7001		芦田		透真		3		(南　陽)

		7002		門司		大雅		2		(南　陽)

		7003		福西		晃育		3		(南　陽)

		7004		中谷		隆太		3		(南　陽)

		7005		下玉		眞洋		2		(南　陽)

		7006		山村		龍矢		2		(南　陽)

		7007		古村		駿太		3		(南　陽)

		7008		飯田		雄也		3		(南　陽)

		7009		守内		崇晴		3		(南　陽)

		7010		新井		康平		2		(南　陽)

		7011		井坂		匠		2		(南　陽)

		7012		藤澤		遼		2		(南　陽)

		7013		田中		優樹		2		(南　陽)

		7014		西村		優星		1		(南　陽)

		7101		黒川		拓馬		2		(北桑田)

		7102		小東		泰士		2		(北桑田)

		7103		平田		佑汰		2		(北桑田)

		7104		安井		丈史		1		(北桑田)

		7105		倉橋		柊美聖		1		(北桑田)

		7201		上坊		光輝		1		(亀　岡)

		7202		中山		裕葵		2		(亀　岡)

		7203		日下		慶柾		3		(亀　岡)

		7204		湯浅		順哉		2		(亀　岡)

		7205		虻川		晶俊		2		(亀　岡)

		7206		藤井		巧樹		1		(亀　岡)

		7207		芦田		昌哉		1		(亀　岡)

		7208		谷口		楓来		1		(亀　岡)

		7301		川勝		武		3		(南　丹)

		7302		清水		純		3		(南　丹)

		7303		山口		創		2		(南　丹)

		7304		辻井		風雅		2		(南　丹)

		7305		駒水		乃樹		2		(南　丹)

		7306		髙見		成彦		2		(南　丹)

		7307		山中		哉貴		1		(南　丹)

		7308		松本		征史郎		1		(南　丹)

		7701		小西		祐志		3		(洛陽工)

		7702		塗師		歩高		2		(洛陽工)

		7703		永谷		龍吾		3		(洛陽工)

		7704		石井		優輝		3		(洛陽工)

		7705		日下部		宙樹		2		(洛陽工)

		7706		高山		優生		2		(洛陽工)

		7707		田名部		哲		3		(洛陽工)

		7801		田中		直人		2		(伏見工)

		7802		坂口		順彦		2		(伏見工)

		7803		関口		知輝		3		(伏見工)

		7804		相良		一輝		2		(伏見工)

		7901		大谷		寛和		2		(西　京)

		7902		畑野		亮		3		(西　京)

		7903		横谷		純一		2		(西　京)

		7904		河合		柳人		3		(西　京)

		7905		有村		親之介		3		(西　京)

		7906		小西		健太		2		(西　京)

		7907		大島		壮太郎		2		(西　京)

		7908		山下		守		2		(西　京)

		7909		加茂		英敏 ビン		1		(西　京)

		7910		清水		凌		1		(西　京)

		8301		中西		郁人		3		(紫　野)

		8302		安井		優騎		2		(紫　野)

		8303		西澤		亮太郎		1		(紫　野)

		8304		池田		隼也		1		(紫　野)

		8305		坪倉		有汰		1		(紫　野)

		8601		鶴井		大夢		2		(京教附)

		8602		松原		潤		3		(京教附)

		8603		三上		俊		3		(京教附)

		8604		大澤		瑛介		3		(京教附)

		8605		岡本　		笙		2		(京教附)

		8606		八鳥　		雅志		2		(京教附)

		8607		坂本　		拓海		2		(京教附)

		8608		前田　		將宏		2		(京教附)

		8609		角田　		智哉		2		(京教附)

		8610		村尾　		海成		2		(京教附)

		8611		小田島　		瑛司		2		(京教附)

		8612		徐　		崢宇		2		(京教附)

		8613		平林		隼人		1		(京教附)

		8701		小林		舜		1		(工学院) コウガクイン

		8702		柿谷		奏汰		1		(工学院) コウガクイン

		8703		石川		聖竜		1		(工学院) コウガクイン

		8704		藏口		潤		1		(工学院) コウガクイン

		8705		梶田		晃貴		1		(工学院) コウガクイン

		9901		千坂		雄也		1		(成　美)

		9902		高橋		壮希		1		(成　美)

		9903		福井		世那		3		(成　美)

		9904		山下		克人 カツ ヒト		3		(成　美)

		9905		足立		将崇		2		(成　美)

		9906		藤本		寛史		3		(成　美)

		9907

		9908		中井		拓		1		(成　美)
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団体ドロー

												春 ハル						春 ハル		春（入力なし） ハル ニュウリョク				春 ハル						春 ハル

														秋 アキ		秋 アキ						秋 アキ				秋（入力なし） アキ ニュウリョク		秋 アキ				秋 アキ

																						2016.  5. 24.(火) ヒ



		2016（H28）　春季卓球選手権　  ２次予選ドロー      (資料) ハル キ タッキュウ センシュケン





				男 子 学 校 対 抗

										シード順位		①　　15		①　10		②　10		②　　15		③　　15		③　10		④　　15		④　　10		⑤　10		⑤　　16		⑥　10

												選　抜		総　体 ソウタイ		近　畿 キンキ		近畿新人		近　畿		春　季 シュンキ		秋　季		近畿新人		秋季１次 シュウキ １ジ		春季１次		夏　期 カキ

				101		東山				近畿推薦 キンキ スイセン		8						1		1				1						1		1

				102		龍谷大平安 リュウコクダイ ヘイアン						*						4		8				2						1		2





				111		洛東 ラク トウ												**		**				4						3		8

				112		京都学園 キョウト ガクエン												*		*				8						3		8

				113		桃山 モモヤマ												*		*				8						5

				114		嵯峨野 サガ ノ												*		*				8						5

				115		京都すばる												*						9						9

				116		鳥羽 トバ																		*						5

				117		西京 サイキョウ																								5

				118		立命館 リツメイカン																								9

						山  城												*		**				8



																																4

				121		福知山成美												*		16				4						1

				122		府立工業 フリツ コウギョウ																		*						2

				123		西舞鶴 ニシマイヅル																								3

						網野														*





				女 子 学 校 対 抗

										シード順位		選　抜		総　体 ソウタイ		近　畿		近畿新人 キンキ シンジン		近　畿		春　季 シュンキ		秋　季		近畿新人 キンキ シンジン		秋季１次 シュウキ １ジ		春季１次		夏　期 カキ

				201		華頂女子						*						5		8				1						1

				202		龍谷大平安 リュウコクダイ ヘイアン						*						7		16				2						1

				203		福知山成美												16		8				4						1





				211		洛東												**		**				4						3

				212		鳥羽 トバ												**						8						5

				213		桃山												**		*				8						9

				214		嵯峨野												16		*				8						9

				215		北嵯峨 キタ サガ												**						9						5

				216		莵道														**										3

				217		京都すばる														*										5

				218		同志社 ドウシシャ																								5

						京都文教												*						8





				221		西舞鶴 ニシマイヅル																		*						2

				222		加悦谷																		*						3

				223		東舞鶴 ヒガシマイヅル																								4

						大江 オオエ













































































































						森実　英子
安田　紗千 モリ サネ エイコ ヤスダ サチ



×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×



Dドロー

																								春 ハル				春 ハル		春 ハル				春 ハル				春 ハル												春 ハル								春 ハル

																								秋 アキ				秋 アキ		秋 アキ				秋 アキ								秋 アキ												秋 アキ				秋 アキ





				男 子 ダ ブ ル ス																		シード
順位		①　15				②		③　15				④　15				⑤　15				⑤　10				⑥		⑦		⑧				⑧　06				⑨  15

																								総 体						近 畿				近畿新人				秋 季 アキ				春 季 シュンキ								京都選手権				夏 期 カキ				京都J キョウト

				301		今田		祐樹		3		足立原		陸		3		(平　安)		今田・足立原										**		6		1		1		1		1																		1		1

				302		洞毛		勇人		3		山口		高佳嗣		3		(東　山)		洞毛・山口										16		8		6		6		2		2

				303		大井		達矢		3		福本		卓朗		2		(東　山)		大井・福本				*						***				5		16		4		4

				304		田中		虹太朗		2		世古		浩志		2		(東　山)		田中・世古										16				5		7		4		8

				305		津		雄一朗		2		今井		淳彦		2		(東　山)		津・今井														16		7		4		8

				306		馬場		子龍		2		南崎		裕人		2		(平　安)		馬場・南崎										*		*		**		**		8		8																		2		2

				307		松田		遼平		3		辻		翔太		3		(洛　東)		松田・辻										**		**		16		16		8		8																		3		3

				308		横井		啓真		3		西山		哲平		3		(平　安)		横井・西山														*		*		8		8																		4		4

				309		松村		宗太郎		2		田村		典照		2		(平　安)		松村・田村										*		*		*		*		**		**

				310		池上		正泰		3		水上		誠也		3		(桃　山)		池上・水上										*		*		**		**		**		**

				311																・

																				・

																				・

																				・

																				・

				321		小川		侑季		2		宮前		卓哉		2		(洛　東)		小川・宮前												*						*		**																		5		5

				322		嶋木		祐介		3		吉田		直矢		3		(山　城)		嶋木・吉田																																						8		8

				323		安井		諒		2		簱		直樹		2		(立命館)		安井・簱																		**		**

				324		星原		瑠		3		山根		伴哉		3		(鳥　羽)		星原・山根																		**		**

				325		栗林		志恩		3		岸田		拓也		3		(嵯峨野)		栗林・岸田										*		*						**		**

				326		江口		大輝		3		阪本		勇太		2		(東　稜)		江口・阪本																		**		**

				327		高木		涼平		2		穂積		佑哉		2		(平　安)		高木・穂積																		*		*

				328		酒井		航己		3		今田		健		3		(京学園)		酒井・今田																		*		*

				329		若井		志門		3		西垣		太貴		3		(花　園)		若井・西垣																		*		*

				330		髙橋		隼人		2		對馬		淡		2		(すばる)		髙橋・對馬																		*		*

				331		小野山		陸		3		山田		大樹		3		(西乙訓)		小野山・山田																		*		*

				332		川邉		拓実		3		髙橋		哲崚		2		(洛　東)		川邉・髙橋												*						*		**

				333		窪田		祥也		2		丸山		大輝		3		(洛　東)		窪田・丸山																		*

				334		北村		幸昭		2		廣瀬		楓馬		2		(桃　山)		北村・廣瀬																				*

				335		安倍		優貴		3		藤村		悠暉		1		(城　陽)		安倍・藤村																		*

				336		竹内		佑		1		六本木		瑛介		1		(東　山)		竹内・六本木

				337		宮木		宏輔		1		森下		陽也		1		(東　山)		宮木・森下

				338		田仲		翔真		1		田仲		禄斗		1		(東　山)		田仲・田仲

				339		清水		大輝		1		山森		龍太郎		1		(平　安)		清水・山森

				340		西本		有輝		1		村上		涼太		1		(平　安)		西本・村上

				341		大原		花日		1		谷垣		翔大		1		(平　安)		大原・谷垣

				342		和田		一真		2		土井田		紘樹		2		(洛　南)		和田・土井田

				343		立田		善則		3		霧嶋		光希		2		(花　園)		立田・霧嶋

				344		森脇		大朗		2		冨田		圭佑		1		(京産附)		森脇・冨田

				345		田辺		暖柊		2		木村		光佑		2		(山　城)		田辺・木村

				346		吉田		結		2		牧田		莞司		1		(嵯峨野)		吉田・牧田

				347		大山		竜平		3		高橋		志昌		3		(洛　西)		大山・高橋

				348		新谷		直生		2		太田		雄大		2		(桃　山)		新谷・太田

				349		福田		圭佑		3		粟津		翔太		3		(東　稜)		福田・粟津

				350		池田		雄翔		3		原田		朋幸		2		(すばる)		池田・原田

				351		厚地		郁哉		3		津村		淳		3		(西城陽)		厚地・津村

				352		山口		創		2		辻井		風雅		2		(南　丹)		山口・辻井

				361		千坂		雄也		1		高橋		壮希		1		(成　美)		千坂・高橋

				362		福井		世那		3		山下		克人 カツ ヒト		3		(成　美)		福井・山下												***						*		*																		6		7

				363		冨田		浩之		2		山上		佳陽		2		(成　美)		冨田・山上																		*																				7

				364		藤澤		慧		2		岡本		健斗		2		(西舞鶴)		藤澤・岡本

				365		足立		将崇		2		溝口		慧太郎		1		(成　美)		足立・溝口																		*																				6

				366		藤本		寛史		3		中井		拓		1		(成　美)		藤本・中井

				367		塩見		聖也		3		山田		尚輝		3		(工　業)		塩見・山田																		*		*

				368		池田		開 カイ		3		馬場 ババ		敬人 ケイ ヒト		3		(福知山)		池田・馬場																		*		*

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

																				・

				女 子 ダ ブ ル ス																・		シード
順位		①　15				②		③　15				④　15				⑤　15				⑤　10				⑥		⑦		⑧				⑧　06				⑨  15																												0

																				・				総 体						近 畿				近畿新人				秋 季 アキ				春 季 シュンキ								京都選手権				夏 期 カキ				京都J キョウト																												0

				401		上明戸		早紀		3		喜納		美空		3		(華頂女)		上明戸・喜納				**		*				16		7		5		5		1		1																		1		1

				402		福住		光梨		3		綾井		唯		3		(平　安)		福住・綾井										***		***		8		8		4		4																		4		4

				403		中村		さくら		2		新島		伊代		2		(平　安)		中村・新島										6		***		6		6		8		8																		5		5

				404		赤川		真生		3		池田		侑香里		2		(華頂女)		赤川・池田				**						16				16		16		2		2																		2		2

				405		中野		円香		3		榊原		未侑		2		(成　美)		中野・榊原										***		***		16		16		4		4																		7		7

				406		村上		遥		3		山本		あおい		3		(成　美)		村上・山本										**		**		**		**		8		8																		3		3

				407		加藤		蓮美		3		馬場		玲奈		2		(平　安)		加藤・馬場														16		16		8		8																		6		6

				408		山本		実央		3		加藤		未央		2		(成　美)		山本・加藤										*		*		16		16		8		8																		8		8

				409		牧野		玲子		3		羽月		和代		3		(洛　東)		牧野・羽月														**		**		**		**

				410		千代		茜絵		3		北河		英美里		3		(嵯峨野)		千代・北河														*		*		**		**

				411																・

				412																・

				413																・

				414																・

																				・

				421		和田		恵佳		2		山田		汐莉		2		(同志社)		和田・山田																		**		**																																																																								1

				422		榊田		莉香		2		初田		和花		2		(華頂女)		榊田・初田																		**		**

				423		粟田		梨歩		3		増田		由佳		3		(洛　東)		粟田・増田																		**		**																																																																								1

				424		橋口		美優香		3		西山		京姫		3		(東　稜)		橋口・西山										**								**		**

				425		駒井		佑香		3		早田		夕莉		3		(すばる)		駒井・早田																		**		**																																																																								1

				426		中山		愛野		3		山本		葵		3		(京文教)		中山・山本																		*		*

				427		後藤		美森		3		酒井		のどか		3		(鳥　羽)		後藤・酒井																		*		*

				428		大澤		笑子		3		山内		藍里		2		(北嵯峨)		大澤・山内																		*		*																																																																								1

				429		遠藤		優華		2		礒谷		日奈乃		2		(東　稜)		遠藤・礒谷																		*		*																																																																								1

				430		中村		朝美		2		吉岡		実穂		2		(すばる)		中村・吉岡																		*		*

				431		上田		望		3		古川		歩美		3		(西　京)		上田・古川																		*		*

				432		桝		沙羅		1		中谷		茉愛		1		(平　安)		桝・中谷

				433		松尾		明日香		1		原田		歩		1		(平　安)		松尾・原田

				434		南		有生未		2		北野		莉子		1		(平　安)		南・北野																																																																																												1

				435		加藤		杏菜		1		池田		紗也佳		1		(華頂女)		加藤・池田

				436		竹信		美紀		3		加名山		穂香		1		(華頂女)		竹信・加名山

				437		内藤		彩楓		1		西尾		瑚都		1		(華頂女)		内藤・西尾

				438		今西		梓		2		近記		百香		2		(洛　東)		今西・近記																																																																																												1

				439		藤野		成美		3		木下		美菜		2		(洛　東)		藤野・木下

				440		青木		友佳		3		森川		幸音		3		(鳥　羽)		青木・森川																																																																																												1

				441		阿部		綾花		2		八束		菜々子		2		(嵯峨野)		阿部・八束																																																																																												1

				442		板崎		葵		3		松本		美穂		3		(洛　西)		板崎・松本

				443		榎		光優		3		廣瀨		友唯		2		(桃　山)		榎・廣瀨

				444		髙木		莉紗		1		輕尾		有紗		1		(桃　山)		髙木・輕尾

				445		安達		麻衣子		2		大塚		栞奈		1		(莵　道)		安達・大塚

				446		吉岡		玲奈		3		古田		明日香		3		(桃　山)		吉岡・古田																		**		**

				447		安井		彩		3		青木		覧		2		(同志社)		安井・青木

				448		川島		奈々加		1		大林		茉宙		1		(同志社)		川島・大林

				449		谷岡		美由紀		2		奥原		未来		1		(洛　東)		谷岡・奥原

				450		田中		沙也加		3		木村		優花		2		(桃　山)		田中・木村

				451		中元		紗弓		3		高崎		南欧		2		(田　辺)		中元・高崎

				452		澤		彩香		2		宮崎		明子		2		(西　京)		澤・宮崎

				461		幡司		杏香		1		前田		流星		1		(成　美)		幡司・前田																																																																																												1

				462		福井		萌乃		2		角野		舞香		2		(西舞鶴)		福井・角野																		*		*																																																																								1

				463		吉岡 ヨシオカ		真歩 マ ホ		2		安井		星		2		(網　野)		吉岡・安井

				464		中島		理子		1		我那覇		環		1		(成　美)		中島・我那覇

				465		岡田		美紀		3		武田		菜愛		3		(西舞鶴)		岡田・武田																		*		*

				466		南部		花穂		3		小林		美香		2		(西舞鶴)		南部・小林																		*		*

				467		村井		愛美		3		土井 ドイ		聡里 サトシ サト		2		(加悦谷)		村井・土井

				468		笠次		理沙		3		増田		幸歩		2		(峰　山)		笠次・増田																		*







																																																																																						1

																																																																																						1

















































































































Sドロー



																春 ハル		春 ハル		春 ハル		春 ハル		春 ハル				春 ハル				春 ハル				春 ハル						春 ハル

																秋 アキ		秋 アキ		秋 アキ		秋 アキ				秋 アキ				秋 アキ				秋 アキ				秋 アキ								秋 アキ



				男 子 シ ン グ ル ス										シード
順位		①　15		②　15		③　15		④　15		⑤　15		⑤　10		⑥　15		⑥　10		⑦　15		⑦　10		⑧　		⑧　10				⑨				⑨

																総体		ｼﾞｭﾆｱ		近畿		近畿新人		秋季 シュウキ		春季 ハル		全中 ゼン チュウ		国体 コクタイ		京都選手権 キョウ ミヤコ センシュケン		ジュニア		京都ジュニア キョウト		夏期 カキ				国・ジ コク				京都J キョウト

				501		田中		虹太朗		2		(東　山)						*		*		2		2																				4

				502		大井		達矢		3		(東　山)				***				16		5		1																		8		8						1

				503		足立原		陸		3		(平　安)										7		8												1

				504		福本		卓朗		2		(東　山)						*				*		4																				1

				505		津		雄一朗		2		(東　山)						32		*		**		4																		8		2						4

				506		馬場		子龍		2		(平　安)								*		16		8												3

				507		洞毛		勇人		3		(東　山)												8																		8		8

				508		山口		高佳嗣		3		(東　山)												8

				509		今田		祐樹		3		(平　安)								***		16		16												2

				510		辻		翔太		3		(洛　東)										**		16												4

				511		松田		遼平		3		(洛　東)										*		16												5

				512		横井		啓真		3		(平　安)										*		16												8













				521		世古		浩志		2		(東　山)								**				16																		4		4

				522		南崎		裕人		2		(平　安)												16												6

				523		小川		侑季		2		(洛　東)												16												7

				524		田仲		翔真		1		(東　山)																																8

				525		田仲		禄斗		1		(東　山)																*																8

				526		今井		淳彦		2		(東　山)												16

				527		松村		宗太郎		2		(平　安)								***				**

				528		田村		典照		2		(平　安)												**

				529		酒井		航己		3		(京学園)												**

				530		宮前		卓哉		2		(洛　東)												**

				531		窪田		祥也		2		(洛　東)												**

				532		髙橋		哲崚		2		(洛　東)												**

				533		山根		伴哉		3		(鳥　羽)												**

				534		岸田		拓也		3		(嵯峨野)												**

				535		池上		正泰		3		(桃　山)												**

				536		弓削		駿矢汰		2		(東　山)												*

				537		安井		諒		2		(立命館)												*

				538		西垣		太貴		3		(花　園)												*

				539		嶋木		祐介		3		(山　城)												*

				540		川邉		拓実		3		(洛　東)												*

				541		髙橋		隼人		2		(すばる)												*

				542		竹内		佑		1		(東　山)																*

				543		六本木		瑛介		1		(東　山)						*

				544		宮木		宏輔		1		(東　山)

				545		森下		陽也		1		(東　山)

				546		清水		大輝		1		(平　安)

				547		山森		龍太郎		1		(平　安)

				548		西本		有輝		1		(平　安)																																								 

				549		村上		涼太		1		(平　安)

				550		高木		涼平		2		(平　安)

				551		大原		花日		1		(平　安)

				552		新谷		直生		2		(桃　山)

				561		千坂		雄也		1		(成　美)

				562		高橋		壮希		1		(成　美)

				563		福井		世那		3		(成　美)								*				*

				564		山下		克人 カツ ヒト		3		(成　美)												*

				565		足立		将崇		2		(成　美)												*

				566		藤本		寛史		3		(成　美)												**

				567		塩見		聖也		3		(工　業)												**

				568		中井		拓		1		(成　美)





































				女 子 シ ン グ ル ス										シード
順位		①　15		②　15		③　15		④　15		⑤　15		⑤　10		⑥　15		⑥　10		⑦　15		⑦　10		⑧　		⑧　10				⑨				⑨

																総体		ｼﾞｭﾆｱ		近畿		近畿新人		秋季 シュウキ		春季 ハル		全中 ゼン チュウ		国体 コクタイ		京都選手権 キョウ ミヤコ センシュケン		ジュニア		京都ジュニア キョウト		夏期 カキ				国・ジ コク

				601		赤川		真生		3		(華頂女)								***		5		2												4						4

				602		上明戸		早紀		3		(華頂女)				*		**		**		*		1												3								3

				603		喜納		美空		3		(華頂女)				32		**		***		*		4

				604		中村		さくら		2		(平　安)								**		16		4												1

				605		池田		侑香里		2		(華頂女)								**		16		8												5								8

				606		福住		光梨		3		(平　安)								**		*		8												7

				607		新島		伊代		2		(平　安)								**		*		8												8

				608		綾井		唯		3		(平　安)								***		**		8

				609		山本		実央		3		(成　美)								**		*		16												2								8

				610		榊原		未侑		2		(成　美)										*		16												6

				611		中野		円香		3		(成　美)										*		16



















				621		馬場		玲奈		2		(平　安)												16

				622		大澤		笑子		3		(北嵯峨)												16

				623		平川		麻耶		2		(西城陽)												16

				624		加藤		蓮美		3		(平　安)												**

				625		山田		汐莉		2		(同志社)												**

				626		竹信		美紀		3		(華頂女)												**

				627		初田		和花		2		(華頂女)												**

				628		山本		葵		3		(京文教)												**

				629		牧野		玲子		3		(洛　東)												**

				630		粟田		梨歩		3		(洛　東)												**

				631		今西		梓		2		(洛　東)												**

				632		西山		京姫		3		(東　稜)												**

				633		寺下		倫佳		3		(西城陽)												**

				634		近記		百香		2		(洛　東)												*

				635		北河		英美里		3		(嵯峨野)												*

				636		吉岡		玲奈		3		(桃　山)												*

				637		橋口		美優香		3		(東　稜)												*

				638		駒井		佑香		3		(すばる)												*

				639		安達		麻衣子		2		(莵　道)												*

				640		桝		沙羅		1		(平　安)

				641		中谷		茉愛		1		(平　安)

				642		川島		奈々加		1		(同志社)

				643		加藤		杏菜		1		(華頂女)																**

				644		池田		紗也佳		1		(華頂女)

				645		加名山		穂香		1		(華頂女)

				646		増田		由佳		3		(洛　東)

				647		千代		茜絵		3		(嵯峨野)

				648		八木		望		2		(北嵯峨)

				649		野田		麻央		1		(洛　西)

				650		髙木		莉紗		1		(桃　山)

				651		早田		夕莉		3		(すばる)

				652		今西		陽世里		1		(西　京)

				661		村上		遥		3		(成　美)												16

				662		加藤 カトウ		未央 ミ オウ		2		(成　美)								***				16

				663		山本		あおい		3		(成　美)								*				*

				664		幡司		杏香		1		(成　美)

				665		角野		舞香		2		(西舞鶴)												**

				666		土井 ドイ		聡里 サトシ サト		2		(加悦谷)

				667		前田		流星		1		(成　美)

				668		福井		萌乃		2		(西舞鶴)												*









×



学校対抗



		男  子  学  校  対  抗 ダンシ ガッコウ タイコウ



		　　　　　　　　【近畿推薦】　　東　山 キンキ スイセン ヒガシ ヤマ

																																												男子　学校対抗決勝リーグ ダンシ ガッコウ タイコウ ケッショウ

		1		101		東山																														111		洛東		8



														3														3																		1　東　山 ヒガシ ヤマ		2　平　安 ヒラ ヤス		3　洛　東 ラク ヒガシ		4　成　美 シゲル ビ		得　点 トク テン		得／失 トク シツ		順　位 ジュン クライ



		2		122		府立工業						0																		0						123		西舞鶴		9				1　
　東　　山 ヒガシ ヤマ				2 - 3		3 - 0		3 - 0		5		／		2

														0														1





		3		115		京都すばる						3																		3						114		嵯峨野		10				2
　龍谷大平安 リュウコクダイ ヘイアン		3 - 2				3 - 0		3 - 0		6		／		1







		4		113		桃山						3																		3						112		京都学園		11				3
　洛　　東 ラク ヒガシ		0 - 3		0 - 3				3 - 1		4		／		3







		5		117		西京						0		1														0		2						118		立命館		12				4
　福知山成美 フクチヤマ セイビ		0 - 3		0 - 3		1 - 3				3		／		4





																												3

		6		116		鳥羽						0		3																						102		龍谷大平安		13







		7		121		福知山成美						3













																																														ｘ

















		女  子  学  校  対  抗 ジョ コ ガッコウ タイコウ





																																												女子　学校対抗決勝リーグ ジョ コ ガッコウ タイコウ ケッショウ

		1		201		華頂女子																								3						203		福知山成美		8



														3																																1　華　頂 ハナ イタダキ		2　平　安 ヒラ ヤス		3　成　美 シゲル ビ		4　洛　東 ラク ヒガシ		得　点 トク テン		得／失 トク シツ		順　位 ジュン クライ



		2		221		西舞鶴						0																3		0						216		莵道		9				1　
　華頂女子 ハナ オンナ コ				3 - 0		3 - 1		3 - 0		6		／		1

														0





		3		215		北嵯峨						3																0		0						217		京都すばる		10				2
　龍谷大平安 リュウコクダイ ヘイアン		0 - 3				3 - 0		3 - 0		5		／		2







		4		212		鳥羽						3																		3						214		嵯峨野		11				3
　福知山成美		1 - 3		0 - 3				3 - 1		4		／		3







		5		218		同志社						2		0																3						213		桃山		12				4
　洛　　東		0 - 3		0 - 3		1 - 3				3		／		4







		6		223		東舞鶴						0		3														0		0						222		加悦谷		13





																												3

		7		211		洛東						3																								202		龍谷大平安		14











						男女とも　ベスト４以上はリーグ戦　 ダンジョ イジョウ セン











学校対抗記録





				記 録 １ キ リョク														春季卓球選手権大会　
兼　全国高等学校総合体育大会 府２次予選 シュンキ タッキュウ センシュケン タイカイ ケン ゼンコク コウトウ ガッコウ ソウゴウ タイイク タイカイ フ ジ ヨセン																																						2016(Ｈ28）年 ６月４日(土) ニチ ツチ

																																																																						６月５日(日) ガツ ニチ

																																																伏見港体育館 フシミ コウ タイイクカン



				男子 学校対抗　　　準々決勝 ダンシ ガッコウ タイコウ ジュンジュンケッショウ																																						女子 学校対抗　　　準々決勝 ジョ コ ガッコウ タイコウ ジュンジュンケッショウ



						101				東山								3				対		0				115				京都すばる												201				華頂女子								3				対		0				215				北嵯峨

						121				福知山成美								3				対		1				113				桃山												211				洛東								3				対		0				212				鳥羽

						111				洛東								3				対		1				114				嵯峨野												203				福知山成美								3				対		0				214				嵯峨野

						102				龍谷大平安								3				対		0				112				京都学園												202				龍谷大平安								3				対		0				213				桃山



				男子 学校対抗　決勝リーグ　（優勝校関係分)																																						女子 学校対抗　決勝リーグ　（優勝校関係分) ジョ



						102				龍谷大平安								3				対		2				101				東山												201				華頂女子								3				対		0				202				龍谷大平安

				１Ｓ		202				今田				祐樹				1		11		-		6		3		104				田中				虹太朗						１Ｓ		1802				上明戸				早紀				3		11		-		5		1		202				福住				光梨

																				8		-		11																																		11		-		9

																				9		-		11																																		9		-		11

																				6		-		11																																		13		-		11

																						-																																						-

				２Ｓ		203				馬場				子龍				0		9		-		11		3		105				福本				卓朗						２Ｓ		1801				赤川				真生				3		11		-		5		1		201				中村				さくら

																				4		-		11																																		9		-		11

																				10		-		12																																		11		-		6

																						-																																				11		-		7

																						-																																						-

				３Ｄ		202				今田				祐樹				3		11		-		9		0		101				大井				達矢						３Ｄ		1802				上明戸				早紀				3		11		-		7		0		202				福住				光梨

																				11		-		8																																		11		-		2

																				12		-		10																																		11		-		2

						201				足立原				陸								-						105				福本				卓朗								1803				喜納				美空								-						203				綾井				唯

																						-																																						-

				４Ｓ		204				南崎				裕人				3		11		-		8		0		101				大井				達矢						４Ｓ		1805				加藤				杏菜								-						205				馬場				玲奈

																				11		-		8																																				-

																				11		-		7																																				-

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		201				足立原				陸				3		11		-		6		0		107				世古				浩志						５Ｓ		1803				喜納				美空								-						203				綾井				唯

																				11		-		8																																				-

																				12		-		10																																				-

																						-																																						-

																						-																																						-



						102				龍谷大平安								3				対		0				111				洛東												201				華頂女子								3				対		1				203				福知山成美

				１Ｓ		203				馬場				子龍				3		11		-		4		0		4603				小川				侑季						１Ｓ		1801				赤川				真生				3		11		-		4		2		9902				榊原				未侑

																				11		-		3																																		9		-		11

																				11		-		1																																		11		-		3

																						-																																				8		-		11

																						-																																				13		-		11

				２Ｓ		204				南崎				裕人				3		21		-		19		0		4602				辻				翔太						２Ｓ		1805				加藤				杏菜				1		11		-		9		3		9901				山本				実央

																				11		-		7																																		10		-		12

																				11		-		3																																		9		-		11

																						-																																				9		-		11

																						-																																						-

				３Ｄ		202				今田				祐樹				3		11		-		4		0		4601				松田				遼平						３Ｄ		1802				上明戸				早紀				3		11		-		7		0		9901				山本				実央

																				11		-		8																																		12		-		10

																				11		-		9																																		11		-		7

						201				足立原				陸								-						4602				辻				翔太								1803				喜納				美空								-						9905				加藤				未央

																						-																																						-

				４Ｓ		202				今田				祐樹								-						4601				松田				遼平						４Ｓ		1802				上明戸				早紀				3		14		-		12		0		9904				村上				遥

																						-																																				11		-		5

																						-																																				11		-		7

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		201				足立原				陸								-						4604				宮前				卓哉						５Ｓ		1803				喜納				美空						4		-		11				9905				加藤				未央

																						-																																				11		-		7

																						-																																				9		-		11

																						-																																						-

																						-																																						-



						102				龍谷大平安								3				対		0				121				福知山成美												201				華頂女子								3				対		0				211				洛東

				１Ｓ		202				今田				祐樹				3		11		-		6		0		9901				千坂				雄也						１Ｓ		1801				赤川				真生				3		11		-		8		0		4601				牧野				玲子

																				11		-		6																																		11		-		3

																				11		-		8																																		11		-		5

																						-																																						-

																						-																																						-

				２Ｓ		203				馬場				子龍				3		11		-		7		0		9903				福井				世那						２Ｓ		1805				加藤				杏菜				3		11		-		4		0		4603				今西				梓

																				11		-		6																																		11		-		4

																				14		-		12																																		11		-		4

																						-																																						-

																						-																																						-

				３Ｄ		202				今田				祐樹				3		6		-		11		1		9901				千坂				雄也						３Ｄ		1802				上明戸				早紀				3		11		-		9		0		4601				牧野				玲子

																				11		-		2																																		11		-		5

																				11		-		4																																		11		-		3

						201				足立原				陸						11		-		3				9902				高橋				壮希								1803				喜納				美空								-						4602				粟田				梨歩

																						-																																						-

				４Ｓ		201				足立原				陸								-						9902				高橋				壮希						４Ｓ		1802				上明戸				早紀								-						4604				近記				百香

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		204				南崎				裕人								-						9904				山下				克人						５Ｓ		1803				喜納				美空								-						4602				粟田				梨歩

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-











				男子 学校対抗　決勝リーグ　　　（その２)																																						女子 学校対抗　決勝リーグ　　　（その２) ダンシ ガッコウ タイコウ ケッショウ



						101				東山								3				対		0				111				洛東												202				龍谷大平安								3				対		0				203				福知山成美

				１Ｓ		105				福本				卓朗				3		11		-		6		0		4601				松田				遼平						１Ｓ		203				綾井				唯				3		11		-		9		1		9901				山本				実央

																				11		-		8																																		11		-		7

																				21		-		19																																		6		-		11

																						-																																				11		-		1

																						-																																						-

				２Ｓ		107				世古				浩志				3		11		-		6		0		4603				小川				侑季						２Ｓ		201				中村				さくら				3		8		-		11		1		9902				榊原				未侑

																				11		-		8																																		11		-		8

																				11		-		6																																		11		-		6

																						-																																				11		-		5

																						-																																						-

				３Ｄ		101				大井				達矢				3		11		-		8		0		4601				松田				遼平						３Ｄ		203				綾井				唯				3		11		-		2		2		9901				山本				実央

																				11		-		2																																		7		-		11

																				11		-		7																																		14		-		16

						105				福本				卓朗								-						4602				辻				翔太								202				福住				光梨						11		-		9				9905				加藤				未央

																						-																																				11		-		8

				４Ｓ		101				大井				達矢								-						4602				辻				翔太						４Ｓ		204				新島				伊代								-						9903				中野				円香

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		104				田中				虹太朗								-						4604				宮前				卓哉						５Ｓ		202				福住				光梨								-						9905				加藤				未央

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-



						101				東山								3				対		0				121				福知山成美												202				龍谷大平安								3				対		0				211				洛東

				１Ｓ		101				大井				達矢				3		11		-		9		0		9901				千坂				雄也						１Ｓ		201				中村				さくら				3		11		-		5		0		4604				近記				百香

																				12		-		10																																		11		-		7

																				11		-		3																																		11		-		3

																						-																																						-

																						-																																						-

				２Ｓ		104				田中				虹太朗				3		11		-		7		0		9903				福井				世那						２Ｓ		203				綾井				唯				3		11		-		3		0		4601				牧野				玲子

																				11		-		2																																		11		-		9

																				11		-		8																																		11		-		8

																						-																																						-

																						-																																						-

				３Ｄ		101				大井				達矢				3		12		-		10		0		9901				千坂				雄也						３Ｄ		203				綾井				唯				3		11		-		5		0		4601				牧野				玲子

																				11		-		7																																		11		-		9

																				11		-		3																																		11		-		6

						105				福本				卓朗								-						9902				高橋				壮希								202				福住				光梨								-						4602				粟田				梨歩

																						-																																						-

				４Ｓ		105				福本				卓朗								-						9902				高橋				壮希						４Ｓ		204				新島				伊代								-						4602				粟田				梨歩

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		107				世古				浩志								-						9904				山下				克人						５Ｓ		202				福住				光梨								-						4603				今西				梓

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-



						111				洛東								3				対		1				121				福知山成美												203				福知山成美								3				対		1				211				洛東

				１Ｓ		4601				松田				遼平				2		5		-		11		3		9901				千坂				雄也						１Ｓ		9902				榊原				未侑				3		11		-		1		0		4602				粟田				梨歩

																				11		-		4																																		11		-		9

																				8		-		11																																		11		-		8

																				11		-		5																																				-

																				11		-		13																																				-

				２Ｓ		4603				小川				侑季				3		11		-		8		0		9903				福井				世那						２Ｓ		9907				幡司				杏香				1		6		-		11		3		4601				牧野				玲子

																				11		-		2																																		6		-		11

																				12		-		10																																		11		-		9

																						-																																				5		-		11

																						-																																						-

				３Ｄ		4601				松田				遼平				3		11		-		9		1		9901				千坂				雄也						３Ｄ		9903				中野				円香				3		11		-		7		1		4601				牧野				玲子

																				8		-		11																																		6		-		11

																				13		-		11																																		11		-		8

						4602				辻				翔太						11		-		6				9902				高橋				壮希								9902				榊原				未侑						11		-		5				4606				羽月				和代

																						-																																						-

				４Ｓ		4602				辻				翔太				3		11		-		6		0		9902				高橋				壮希						４Ｓ		9901				山本				実央				3		11		-		2		0		4604				近記				百香

																				11		-		9																																		11		-		6

																				11		-		8																																		11		-		9

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		4604				宮前				卓哉						7		-		11				9904				山下				克人						５Ｓ		9905				加藤				未央						11		-		9				4606				羽月				和代

																				8		-		11																																		11		-		6

																				9		-		11																																				-

																						-																																						-

																						-																																						-





																																																																																stop





						入力欄 ニュウリョク ラン

										 		後でこのデータを上にコピー アト ウエ

						101				東山								3				対		0				121				福知山成美												201				華頂女子								3				対		0				211				洛東

				１Ｓ		101				大井				達矢				3		11		-		9		0		9901				千坂				雄也						１Ｓ		1801				赤川				真生				3		11		-		8		0		4601				牧野				玲子

																				12		-		10																																		11		-		3

																				11		-		3																																		11		-		5

																						-																																						-

																						-																																						-

				２Ｓ		104				田中				虹太朗				3		11		-		7		0		9903				福井				世那						２Ｓ		1805				加藤				杏菜				3		11		-		4		0		4603				今西				梓

																				11		-		2																																		11		-		4

																				11		-		8																																		11		-		4

																						-																																						-

																						-																																						-

				３Ｄ		101				大井				達矢				3		12		-		10		0		9901				千坂				雄也						３Ｄ		1802				上明戸				早紀				3		11		-		9		0		4601				牧野				玲子

																				11		-		7																																		11		-		5

																				11		-		3																																		11		-		3

						105				福本				卓朗								-						9902				高橋				壮希								1803				喜納				美空								-						4602				粟田				梨歩

																						-																																						-

				４Ｓ		105				福本				卓朗								-						9902				高橋				壮希						４Ｓ		1802				上明戸				早紀								-						4604				近記				百香

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		107				世古				浩志								-						9904				山下				克人						５Ｓ		1803				喜納				美空								-						4602				粟田				梨歩

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-



						102				龍谷大平安								3				対		0				111				洛東												202				龍谷大平安								3				対		0				203				福知山成美

				１Ｓ		203				馬場				子龍				3		11		-		4		0		4603				小川				侑季						１Ｓ		203				綾井				唯				3		11		-		9		1		9901				山本				実央

																				11		-		3																																		11		-		7

																				11		-		1																																		6		-		11

																						-																																				11		-		1

																						-																																						-

				２Ｓ		204				南崎				裕人				3		21		-		19		0		4602				辻				翔太						２Ｓ		201				中村				さくら				3		8		-		11		1		9902				榊原				未侑

																				11		-		7																																		11		-		8

																				11		-		3																																		11		-		6

																						-																																				11		-		5

																						-																																						-

				３Ｄ		202				今田				祐樹				3		11		-		4		0		4601				松田				遼平						３Ｄ		203				綾井				唯				3		11		-		2		2		9901				山本				実央

																				11		-		8																																		7		-		11

																				11		-		9																																		14		-		16

						201				足立原				陸								-						4602				辻				翔太								202				福住				光梨						11		-		9				9905				加藤				未央

																						-																																				11		-		8

				４Ｓ		202				今田				祐樹								-						4601				松田				遼平						４Ｓ		204				新島				伊代								-						9903				中野				円香

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		201				足立原				陸								-						4604				宮前				卓哉						５Ｓ		202				福住				光梨								-						9905				加藤				未央

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-



						101				東山								3				対		0				111				洛東												201				華頂女子								3				対		1				203				福知山成美

				１Ｓ		105				福本				卓朗				3		11		-		6		0		4601				松田				遼平						１Ｓ		1801				赤川				真生				3		11		-		4		2		9902				榊原				未侑

																				11		-		8																																		9		-		11

																				21		-		19																																		11		-		3

																						-																																				8		-		11

																						-																																				13		-		11

				２Ｓ		107				世古				浩志				3		11		-		6		0		4603				小川				侑季						２Ｓ		1805				加藤				杏菜				1		11		-		9		3		9901				山本				実央

																				11		-		8																																		10		-		12

																				11		-		6																																		9		-		11

																						-																																				9		-		11

																						-																																						-

				３Ｄ		101				大井				達矢				3		11		-		8		0		4601				松田				遼平						３Ｄ		1802				上明戸				早紀				3		11		-		7		0		9901				山本				実央

																				11		-		2																																		12		-		10

																				11		-		7																																		11		-		7

						105				福本				卓朗								-						4602				辻				翔太								1803				喜納				美空								-						9905				加藤				未央

																						-																																						-

				４Ｓ		101				大井				達矢								-						4602				辻				翔太						４Ｓ		1802				上明戸				早紀				3		14		-		12		0		9904				村上				遥

																						-																																				11		-		5

																						-																																				11		-		7

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		104				田中				虹太朗								-						4604				宮前				卓哉						５Ｓ		1803				喜納				美空						4		-		11				9905				加藤				未央

																						-																																				11		-		7

																						-																																				9		-		11

																						-																																						-

																						-																																						-



						102				龍谷大平安								3				対		0				121				福知山成美												202				龍谷大平安								3				対		0				211				洛東

				１Ｓ		202				今田				祐樹				3		11		-		6		0		9901				千坂				雄也						１Ｓ		201				中村				さくら				3		11		-		5		0		4604				近記				百香

																				11		-		6																																		11		-		7

																				11		-		8																																		11		-		3

																						-																																						-

																						-																																						-

				２Ｓ		203				馬場				子龍				3		11		-		7		0		9903				福井				世那						２Ｓ		203				綾井				唯				3		11		-		3		0		4601				牧野				玲子

																				11		-		6																																		11		-		9

																				14		-		12																																		11		-		8

																						-																																						-

																						-																																						-

				３Ｄ		202				今田				祐樹				3		6		-		11		1		9901				千坂				雄也						３Ｄ		203				綾井				唯				3		11		-		5		0		4601				牧野				玲子

																				11		-		2																																		11		-		9

																				11		-		4																																		11		-		6

						201				足立原				陸						11		-		3				9902				高橋				壮希								202				福住				光梨								-						4602				粟田				梨歩

																						-																																						-

				４Ｓ		201				足立原				陸								-						9902				高橋				壮希						４Ｓ		204				新島				伊代								-						4602				粟田				梨歩

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		204				南崎				裕人								-						9904				山下				克人						５Ｓ		202				福住				光梨								-						4603				今西				梓

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-



						102				龍谷大平安								3				対		2				101				東山												203				福知山成美								3				対		1				211				洛東

				１Ｓ		202				今田				祐樹				1		11		-		6		3		104				田中				虹太朗						１Ｓ		9902				榊原				未侑				3		11		-		1		0		4602				粟田				梨歩

																				8		-		11																																		11		-		9

																				9		-		11																																		11		-		8

																				6		-		11																																				-

																						-																																						-

				２Ｓ		203				馬場				子龍				0		9		-		11		3		105				福本				卓朗						２Ｓ		9907				幡司				杏香				1		6		-		11		3		4601				牧野				玲子

																				4		-		11																																		6		-		11

																				10		-		12																																		11		-		9

																						-																																				5		-		11

																						-																																						-

				３Ｄ		202				今田				祐樹				3		11		-		9		0		101				大井				達矢						３Ｄ		9903				中野				円香				3		11		-		7		1		4601				牧野				玲子

																				11		-		8																																		6		-		11

																				12		-		10																																		11		-		8

						201				足立原				陸								-						105				福本				卓朗								9902				榊原				未侑						11		-		5				4606				羽月				和代

																						-																																						-

				４Ｓ		204				南崎				裕人				3		11		-		8		0		101				大井				達矢						４Ｓ		9901				山本				実央				3		11		-		2		0		4604				近記				百香

																				11		-		8																																		11		-		6

																				11		-		7																																		11		-		9

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		201				足立原				陸				3		11		-		6		0		107				世古				浩志						５Ｓ		9905				加藤				未央						11		-		9				4606				羽月				和代

																				11		-		8																																		11		-		6

																				12		-		10																																				-

																						-																																						-

																						-																																						-



						111				洛東								3				対		1				121				福知山成美																ERROR:#N/A												対										ERROR:#N/A

				１Ｓ		4601				松田				遼平				2		5		-		11		3		9901				千坂				雄也						１Ｓ						ERROR:#N/A				ERROR:#N/A								-										ERROR:#N/A				ERROR:#N/A

																				11		-		4																																				-

																				8		-		11																																				-

																				11		-		5																																				-

																				11		-		13																																				-

				２Ｓ		4603				小川				侑季				3		11		-		8		0		9903				福井				世那						２Ｓ						ERROR:#N/A				ERROR:#N/A								-										ERROR:#N/A				ERROR:#N/A

																				11		-		2																																				-

																				12		-		10																																				-

																						-																																						-

																						-																																						-

				３Ｄ		4601				松田				遼平				3		11		-		9		1		9901				千坂				雄也						３Ｄ						ERROR:#N/A				ERROR:#N/A								-										ERROR:#N/A				ERROR:#N/A

																				8		-		11																																				-

																				13		-		11																																				-

						4602				辻				翔太						11		-		6				9902				高橋				壮希												ERROR:#N/A				ERROR:#N/A								-										ERROR:#N/A				ERROR:#N/A

																						-																																						-

				４Ｓ		4602				辻				翔太				3		11		-		6		0		9902				高橋				壮希						４Ｓ						ERROR:#N/A				ERROR:#N/A								-										ERROR:#N/A				ERROR:#N/A

																				11		-		9																																				-

																				11		-		8																																				-

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		4604				宮前				卓哉						7		-		11				9904				山下				克人						５Ｓ						ERROR:#N/A				ERROR:#N/A								-										ERROR:#N/A				ERROR:#N/A

																				8		-		11																																				-

																				9		-		11																																				-

																						-																																						-

																						-																																						-





祐　樹



男子ダブルス



		男 子 ダ ブ ル ス ダンシ

																																																				ベスト４以上はリーグ戦																		男子ダブルス　　決勝リーグ ダンシ ケッショウ

		【近畿推薦】　 　西　 ・ 長　光　 (東 山)　 キンキ スイセン ニシ ナガ ヒカリ ヒガシ ヤマ

																																																																														今田･足立原								洞毛･山口								田中･世古								馬場･南崎								得点 トクテン				勝／負 カチ マ						順位 ジュンイ

		1		301										(平　安)																																		304										(東　山)		26						301										(平　安)										3 - 1								3 - 0								3 - 2								6										1

						今田				祐樹		3																																						田中				虹太朗		2														今田				祐樹

						足立原				陸		3										3																		3										世古				浩志		2														足立原				陸



		2		368										(福知山)						1																						0						345										(山　城)		27						302										(東　山)		1 - 3																1 - 3								3 - 0								4										3

						池田				開		3										0		3														3		0										田辺				暖柊		2														洞毛				勇人

						馬場				敬人		3																																						木村				光佑		2														山口				高佳嗣



		3		324										(鳥　羽)						3																						3						348										(桃　山)		28						304										(東　山)		0 - 3								3 - 1																3 - 1								5										2

						星原				瑠		3																																						新谷				直生		2														田中				虹太朗

						山根				伴哉		3																																						太田				雄大		2														世古				浩志



		4		346										(嵯峨野)						2																3		1				3						327										(平　安)		29						306										(平　安)		2 - 3								0 - 3								1 - 3																3										4

						吉田				結		2												2		3																								高木				涼平		2														馬場				子龍

						牧田				莞司		1																																						穂積				佑哉		2														南崎				裕人



		5		330										(すばる)						3		0																		3		0						343										(花　園)		30

						髙橋				隼人		2																																						立田				善則		3

						對馬				淡		2																																						霧嶋				光希		2

																																								2

		6		331										(西乙訓)						0		3																										362										(成　美)		31

						小野山				陸		3																																						福井				世那		3														全国高等学校総合体育大会　　男子ダブルス　　　京都府代表 ゼンコク コウトウ ガッコウ ソウゴウ タイイク タイカイ キョウトフ ダイヒョウ

						山田				大樹		3																																						山下				克人		3



		7		336										(東　山)						3																0												309										(平　安)		32						301										(平　安)																						(東　山)

						竹内				佑		1																																						松村				宗太郎		2														今田				祐樹										田中								虹太朗

						六本木				瑛介		1														1														3										田村				典照		2										304				足立原				陸										世古								浩志



		8		321										(洛　東)																												0						326										(東　稜)		33

						小川				侑季		2																										3		0										江口				大輝		3

						宮前				卓哉		2										1																												阪本				勇太		2



		9		365										(成　美)						0																						3						328										(京学園)		34

						足立				将崇		2										3		2																										酒井				航己		3

						溝口				慧太郎		1																																						今田				健		3



		10		339										(平　安)						3																		2				3						337										(東　山)		35

						清水				大輝		1																																						宮木				宏輔		1

						山森				龍太郎		1																																						森下				陽也		1



		11		342										(洛　南)						2				3																3		1						363										(成　美)		36

						和田				一真		2																																						冨田				浩之		2														近畿高等学校卓球選手権大会　　代表決定戦（敗者復活戦) キンキ コウトウ ガッコウ タッキュウ センシュケン タイカイ ダイヒョウ ケッテイセン ハイシャ フッカツセン

						土井田				紘樹		2																																						山上				佳陽		2

																																								1

		12		349										(東　稜)						3		0																										307										(洛　東)		37																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						福田				圭佑		3																																						松田				遼平		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						粟津				翔太		3																																						辻				翔太		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

																						3

		13		305										(東　山)																																		308										(平　安)		38																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						津				雄一朗		2																																						横井				啓真		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						今井				淳彦		2																												3										西山				哲平		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		14		306										(平　安)																												1						364										(西舞鶴)		39																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						馬場				子龍		2																										2		0										藤澤				慧		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						南崎				裕人		2										3																												岡本				健斗		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		15		347										(洛　西)						2																						3						352										(南　丹)		40																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						大山				竜平		3										0		3																										山口				創		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						高橋				志昌		3																																						辻井				風雅		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		16		344										(京産附)						3																1		3				3						338										(東　山)		41																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						森脇				大朗		2																																						田仲				翔真		1														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						冨田				圭佑		1																																						田仲				禄斗		1														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		17		332										(洛　東)						3				1		3														3		0						350										(すばる)		42																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						川邉				拓実		3																																						池田				雄翔		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						髙橋				哲崚		2																																						原田				朋幸		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

																																								1

		18		329										(花　園)						0		1																										310										(桃　山)		43																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						若井				志門		3																																						池上				正泰		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						西垣				太貴		3																																						水上				誠也		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

																						3

		19		361										(成　美)																												3						323										(立命館)		44																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						千坂				雄也		1																																						安井				諒		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						高橋				壮希		1																								3														簱				直樹		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		20		322										(山　城)												0														1		2						325										(嵯峨野)		45																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						嶋木				祐介		3																																						栗林				志恩		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						吉田				直矢		3										2																												岸田				拓也		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		21		367										(工　業)						2																		0		3		1						351										(西城陽)		46																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						塩見				聖也		3										3		0																										厚地				郁哉		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						山田				尚輝		3																																						津村				淳		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		22		341										(平　安)						3																						3						340										(平　安)		47																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						大原				花日		1																																						西本				有輝		1														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						谷垣				翔大		1																																						村上				涼太		1														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

																																						3

		23		334										(桃　山)						0				3																		3						333										(洛　東)		48																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						北村				幸昭		2																																						窪田				祥也		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						廣瀬				楓馬		2																																						丸山				大輝		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		24		335										(城　陽)						3		0																		0		0						366										(成　美)		49																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						安倍				優貴		3																																						藤本				寛史		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						藤村				悠暉		1																																						中井				拓		1														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

																						3																		3

		25		303										(東　山)																																		302										(東　山)		50																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						大井				達矢		3																																						洞毛				勇人		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						福本				卓朗		2																																						山口				高佳嗣		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



																																																																												ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

																																																																						ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

																																																																						ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		　　　　　ベスト４以上はリーグ戦 イジョウ セン











																																																																																																																																				STOP

















































































































































































女子ダブルス



		女 子 ダ ブ ル ス ジョ コ

																																																				ベスト４以上はリーグ戦																		女子ダブルス　　決勝リーグ ジョシ ケッショウ

		【近畿推薦】　　浜 畑 ・ 岡 本　， 小 森 ・  林　， 神 山 ・ 加 藤　(華 頂)　 キンキ スイセン ハマ ハタケ オカ ホン ショウ モリ ハヤシ カミ ヤマ カ フジ ハナ イタダキ

																																																																														上明戸･喜納								福住･綾井								山本･加藤								赤川･池田								得点 トクテン				勝／負 カチ マ						順位 ジュンイ

		1		401										(華頂女)																																		403										(平　安)		26						401										(華頂女)										3 - 1								3 - 0								3 - 0								6										1

						上明戸				早紀		3																																						中村				さくら		2														上明戸				早紀

						喜納				美空		3										3																		3										新島				伊代		2														喜納				美空



		2		463										(網　野)						0																						3						440										(鳥　羽)		27						402										(平　安)		1 - 3																3 - 2								0 - 3								4										3

						吉岡				真歩		2										0		3														0		0										青木				友佳		3														福住				光梨

						安井				星		2																																						森川				幸音		3														綾井				唯



		3		447										(同志社)						3																						0						467										(加悦谷)		28						408										(成　美)		0 - 3								2 - 3																1 - 3								3										4

						安井				彩		3																																						村井				愛美		3														山本				実央

						青木				覧		2																																						土井				聡里		2														加藤				未央



		4		461										(成　美)						3																1		3				3						435										(華頂女)		29						404										(華頂女)		0 - 3								3 - 0								3 - 1																5										2

						幡司				杏香		1												0		3																								加藤				杏菜		1														赤川				真生

						前田				流星		1																																						池田				紗也佳		1														池田				侑香里



		5		441										(嵯峨野)						0		3																		3		0						449										(洛　東)		30

						阿部				綾花		2																																						谷岡				美由紀		2

						八束				菜々子		2																																						奥原				未来		1

																																								0

		6		434										(平　安)						0		2																										446										(桃　山)		31

						南				有生未		2																																						吉岡				玲奈		3														全国高等学校総合体育大会　　女子ダブルス　　　京都府代表 ゼンコク コウトウ ガッコウ ソウゴウ タイイク タイカイ ジョシ キョウトフ ダイヒョウ

						北野				莉子		1																																						古田				明日香		3



		7		424										(東　稜)						3																3												421										(同志社)		32																ERROR:#N/A																						ERROR:#N/A

						橋口				美優香		3																																						和田				恵佳		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A										ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						西山				京姫		3														0														3										山田				汐莉		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A										ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		8		409										(洛　東)																												3						439										(洛　東)		33

						牧野				玲子		3																										0		0										藤野				成美		3

						羽月				和代		3										3																												木下				美菜		2



		9		436										(華頂女)						3																						0						466										(西舞鶴)		34

						竹信				美紀		3										1		1																										南部				花穂		3

						加名山				穂香		1																																						小林				美香		2



		10		426										(京文教)						0																		3				2						430										(すばる)		35

						中山				愛野		3																																						中村				朝美		2

						山本				葵		3																																						吉岡				実穂		2



		11		465										(西舞鶴)						0				3																0		3						433										(平　安)		36

						岡田				美紀		3																																						松尾				明日香		1														近畿高等学校卓球選手権大会　　代表決定戦（敗者復活戦) キンキ コウトウ ガッコウ タッキュウ センシュケン タイカイ ダイヒョウ ケッテイセン ハイシャ フッカツセン

						武田				菜愛		3																																						原田				歩		1

																																								3

		12		443										(桃　山)						3		0																										408										(成　美)		37																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						榎				光優		3																																						山本				実央		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						廣瀨				友唯		2																																						加藤				未央		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

																						3

		13		407										(平　安)																																		406										(成　美)		38																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						加藤				蓮美		3																																						村上				遥		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						馬場				玲奈		2																												3										山本				あおい		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		14		405										(成　美)																												3						438										(洛　東)		39																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						中野				円香		3																										3		0										今西				梓		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						榊原				未侑		2										3																												近記				百香		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		15		452										(西　京)						0																						1						431										(西　京)		40																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						澤				彩香		2										0		3																										上田				望		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						宮崎				明子		2																																						古川				歩美		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		16		428										(北嵯峨)						3																1		0				3						462										(西舞鶴)		41																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						大澤				笑子		3																																						福井				萌乃		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						山内				藍里		2																																						角野				舞香		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		17		427										(鳥　羽)						3				0		1														0		1						437										(華頂女)		42																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						後藤				美森		3																																						内藤				彩楓		1														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						酒井				のどか		3																																						西尾				瑚都		1														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

																																								3

		18		448										(同志社)						0		1																										410										(嵯峨野)		43																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						川島				奈々加		1																																						千代				茜絵		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						大林				茉宙		1																																						北河				英美里		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

																						3

		19		425										(すばる)																												3						422										(華頂女)		44																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						駒井				佑香		3																																						榊田				莉香		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						早田				夕莉		3																								3														初田				和花		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		20		423										(洛　東)												3														3		0						468										(峰　山)		45																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						粟田				梨歩		3																																						笠次				理沙		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						増田				由佳		3										0																												増田				幸歩		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		21		464										(成　美)						0																		0		0		0						450										(桃　山)		46																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						中島				理子		1										3		2																										田中				沙也加		3														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						我那覇				環		1																																						木村				優花		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		22		432										(平　安)						3																						3						429										(東　稜)		47																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						桝				沙羅		1																																						遠藤				優華		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						中谷				茉愛		1																																						礒谷				日奈乃		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

																																						3

		23		444										(桃　山)						3				3																		3						445										(莵　道)		48																ERROR:#N/A																																														ERROR:#N/A

						髙木				莉紗		1																																						安達				麻衣子		2														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A

						輕尾				有紗		1																																						大塚				栞奈		1														ERROR:#N/A				ERROR:#N/A																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



		24		451										(田　辺)						0		0																		0		0						442										(洛　西)		49

						中元				紗弓		3																																						板崎				葵		3

						高崎				南欧		2																																						松本				美穂		3

																						3																		3

		25		404										(華頂女)																																		402										(平　安)		50

						赤川				真生		3																																						福住				光梨		3

						池田				侑香里		2																																						綾井				唯		3



																																																																																																																																				STOP









																																												    　　　ベスト４以上はリーグ戦 イジョウ セン				    　　　ベスト４以上はリーグ戦 イジョウ セン

















































































































































ダブルス記録



								記 録 ２																		春季高等学校卓球選手権大会　　兼　　全国高校総体・近畿大会府２次予選会 シュン キ コウトウ ケン ゼンコク コウコウ ソウタイ キンキ タイカイ フ ジ ヨセン カイ

																										2016. 6. 4(土) ツチ																																						伏見港体育館　　 フシミ コウ タイイクカン





										男子ダブルス　　　準々決勝																																														女子ダブルス　　　準々決勝 ジョ



		301		401				今田・足立原										(平　安)								3		-		1		津・今井										(東　山)												上明戸・喜納										(華頂女)								3		-		0		加藤・馬場										(平　安)

		305		407

		306		404				馬場・南崎										(平　安)								3		-		0		大井・福本										(東　山)												赤川・池田										(華頂女)								3		-		1		中野・榊原										(成　美)

		303		405

		304		408				田中・世古										(東　山)								3		-		0		松村・田村										(平　安)												山本・加藤										(成　美)								3		-		1		加藤・池田										(華頂女)

		309		435

		302		402				洞毛・山口										(東　山)								3		-		1		田仲・田仲										(東　山)												福住・綾井										(平　安)								3		-		1		村上・山本										(成　美)

		338		406





										男子ダブルス　　　決勝リーグ



																																		今田・足立										洞毛・山口										田中・世古										馬場・南崎										得点 トクテン						勝／負 カチ マ										順位 ジュンイ

		301								今田								祐樹						(平　安)																				3								1		3								0		3								2		6										/						1																								3 - 1								3 - 0								3 - 2

																																														11		-		6						11		-		3						11		-		9

																																														10		-		12						13		-		11						6		-		11

																																														11		-		9						11		-		9						11		-		4

										足立原								陸																												11		-		5								-								11		-		13																																				1 - 3																1 - 3								3 - 0

																																																-										-								11		-		5



		302								洞毛								勇人						(東　山)										1								3												1								3		3								0		4										/						3

																																				6		-		11																8		-		11						11		-		8																																				0 - 3								3 - 1																3 - 1

																																				12		-		10																9		-		11						11		-		9

																																				9		-		11																12		-		10						11		-		9

										山口								高佳嗣																		5		-		11																4		-		11								-

																																				0		-		0																		-										-																																						2 - 3								0 - 3								1 - 3



		304								田中								虹太朗						(東　山)										0								3		3								1												3								1		5										/						2

																																				3		-		11						11		-		8																6		-		11

																																				11		-		13						11		-		9																11		-		8

																																				9		-		11						10		-		12																11		-		3

										世古								浩志																		0		-		0						11		-		4																11		-		8

																																				0		-		0						0		-		0																		-



		306								馬場								子龍						(平　安)										2								3		0								3		1								3												3										/						4

																																				9		-		11						8		-		11						11		-		6

																																				11		-		6						9		-		11						8		-		11

																																				4		-		11						9		-		11						3		-		11

										南崎								裕人																		13		-		11						0		-		0						8		-		11

																																				5		-		11						0		-		0						0		-		0





																																																																１・２位　，３・４位は対戦者間の成績による　 イ イ タイセン シャカン セイセキ



										女子ダブルス　　　決勝リーグ



																																		上明・喜納										福住・綾井										山本・加藤										赤川・池田										得点 トクテン						勝／負 カチ マ										順位 ジュンイ

		401								上明戸								早紀						(華頂女)																				3								1		3								0		3								0		6										/						1																								3 - 1								3 - 0								3 - 0

																																														6		-		11						11		-		3						11		-		9

																																														11		-		9						11		-		8						11		-		7

																																														11		-		2						11		-		5						11		-		8

										喜納								美空																												11		-		4								-										-																																						1 - 3																3 - 2								0 - 3

																																																-										-										-



		402								福住								光梨						(平　安)										1								3												3								2		0								3		4										/						3

																																				11		-		6																11		-		13						6		-		11																																				0 - 3								2 - 3																1 - 3

																																				9		-		11																11		-		4						9		-		11

																																				2		-		11																11		-		5						7		-		11

										綾井								唯																		4		-		11																6		-		11								-

																																				0		-		0																12		-		10								-																																						0 - 3								3 - 0								3 - 1



		408								山本								実央						(成　美)										0								3		2								3												1								3		3										/						4

																																				3		-		11						13		-		11																8		-		11

																																				8		-		11						4		-		11																11		-		9

																																				5		-		11						5		-		11																7		-		11

										加藤								未央																		0		-		0						11		-		6																4		-		11

																																				0		-		0						10		-		12																		-



		404								赤川								真生						(華頂女)										0								3		3								0		3								1												5										/						2

																																				9		-		11						11		-		6						11		-		8

																																				7		-		11						11		-		9						9		-		11

																																				8		-		11						11		-		7						11		-		7

										池田								侑香里																		0		-		0						0		-		0						11		-		4

																																				0		-		0						0		-		0						0		-		0





																																																																２・３・４位は対戦者間の成績による　 イ タイセン シャカン セイセキ

														男女とも、上位２組が京都府代表として全国高校総体に出場。 ダンジョ ジョウイ クミ キョウトフ ダイヒョウ シュツジョウ











																																																																																																																																												stop





男子シングルス

																																																																		入力厳禁 ニュウリョク ゲンキン

		男 子 シ ン グ ル ス ダンシ																																																																																																																																																																上のリーグ戦表は入力しないこと ウエ セン ヒョウ ニュウリョク

																																																																						男子シングルス　　決勝リーグ ダンシ ケッショウ

																																																																																														  1						  2						  3						  4						  5						  6						  7						  8

																																																																																														田中						大井						田仲						福本						洞毛						津						今田						馬場						得点 トクテン				勝／負 カチ マ						順位 ジュンイ

		1		501		田中				虹太朗		2		(東　山)																																		503		足立原				陸		3		(平　安)		27				1		501				田中								虹太朗						(東　山)																0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																																																																																						0

																						3																		3



		2		537		安井				諒		2		(立命館)						3																						0						567		塩見				聖也		3		(工　業)		28				2		502				大井								達矢						(東　山)										0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																						0		3														1		2																																																																																																														0





		3		550		高木				涼平		2		(平　安)						0																						3						542		竹内				佑		1		(東　山)		29				3		525				田仲								禄斗						(東　山)										0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																																																																																						0





		4		561		千坂				雄也		1		(成　美)						3																						3						527		松村				宗太郎		2		(平　安)		30				4		504				福本								卓朗						(東　山)										0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																								1														3																																																																																																																0





		5		531		窪田				祥也		2		(洛　東)						1		2																		0		1						530		宮前				卓哉		2		(洛　東)		31				5		507				洞毛								勇人						(東　山)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																																																																																						0





		6		533		山根				伴哉		3		(鳥　羽)						0		3																		3		2						552		新谷				直生		2		(桃　山)		32				6		505				津								雄一朗						(東　山)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																																																																																						0





		7		522		南崎				裕人		2		(平　安)						3																						3						525		田仲				禄斗		1		(東　山)		33				7		509				今田								祐樹						(平　安)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		7				0		/				0

																																																																																																																																																						0





		8		521		世古				浩志		2		(東　山)																																		510		辻				翔太		3		(洛　東)		34				8		506				馬場								子龍						(平　安)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								7				0		/				0

																																																																																																																																																						0

																						3																		3



		9		539		嶋木				祐介		3		(山　城)						1																						3						526		今井				淳彦		2		(東　山)		35						入力厳禁 ニュウリョク ゲンキン

																						0		1														0		2																																																																				１・２位 ，４・５位 ，６・７・８位 は対戦者間の成績による　 イ イ タイセン シャ カン セイセキ





		10		532		髙橋				哲崚		2		(洛　東)						3																						2						534		岸田				拓也		3		(嵯峨野)		36										  全国高校総体　男子シングルス　　　　京都府代表 ゼンコク コウコウ ソウタイ ダンシ キョウトフ ダイヒョウ







		11		545		森下				陽也		1		(東　山)						3				3														3				3						549		村上				涼太		1		(平　安)		37						ERROR:#N/A																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A																								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



																																																																		ERROR:#N/A



		12		565		足立				将崇		2		(成　美)						1		2																		0		1						566		藤本				寛史		3		(成　美)		38

																																																																		ERROR:#N/A																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A																								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



																						3																		3																										ERROR:#N/A

		13		506		馬場				子龍		2		(平　安)																																		505		津				雄一朗		2		(東　山)		39

																																																																		上の部分は「Sリーグ記録用紙」から自動で入る ウエ ブブン キロク ヨウシ ジドウ ハイ





		14		507		洞毛				勇人		3		(東　山)																																		508		山口				高佳嗣		3		(東　山)		40



																						3																		3

																																																																																																																																		-

		15		563		福井				世那		3		(成　美)						3																						0						564		山下				克人		3		(成　美)		41										近畿高校卓球選手権　代表決定戦 （敗者復活戦 残り１枠） キンキ コウコウ タッキュウ センシュケン ダイヒョウ ケッテイセン ハイシャ フッカツセン ノコ ワク																																																								東山高校内の代表決定戦　（残り２枠） ヒガシヤマ コウコウ ナイ ダイヒョウ ケッテイセン ノコ ワク

																						1		3														0		1

																																																																																																																																																敗者が試合を続ける形 ハイシャ シアイ ツヅ カタチ



		16		548		西本				有輝		1		(平　安)						1																						3						528		田村				典照		2		(平　安)		42										ERROR:#N/A								ERROR:#N/A						ERROR:#N/A																																												宮木						山口						世古						得 トク								順 ジュン



																																																																																																																								宮木														1-3
×						3-0
○						3				4/3				1														544



		17		547		山森				龍太郎		1		(平　安)						1				0														3				3						543		六本木				瑛介		1		(東　山)		43						537				安井								諒						(立命館)



																																																																																																				0																				山口								3-1
○												2-3
×						3				5/4				2														508



		18		524		田仲				翔真		1		(東　山)						3		2																		1		0						540		川邉				拓実		3		(洛　東)		44						529				酒井								航己						(京学園)														0

																																																																																																				3		3

																																																																																																																								世古								0-3
×						3-2
○												3				3/5				3														521

																						3																		3

		19		511		松田				遼平		3		(洛　東)																																		509		今田				祐樹		3		(平　安)		45						527				松村								宗太郎						(平　安)														3



																																																																																																						0		3



		20		512		横井				啓真		3		(平　安)						2																						1						523		小川				侑季		2		(洛　東)		46						549				村上								涼太						(平　安)																3







		21		562		高橋				壮希		1		(成　美)						3		3																		2		3						546		清水				大輝		1		(平　安)		47						563				福井								世那						(成　美)																2







		22		538		西垣				太貴		3		(花　園)						2		0		0														0		3		3						544		宮木				宏輔		1		(東　山)		48						532				髙橋								哲崚						(洛　東)																1				1







		23		536		弓削				駿矢汰		2		(東　山)						3																						0						541		髙橋				隼人		2		(すばる)		49						551				大原								花日						(平　安)																3		3																														ERROR:#N/A								ERROR:#N/A						ERROR:#N/A





																								3														3

		24		551		大原				花日		1		(平　安)						3																						3						529		酒井				航己		3		(京学園)		50						546				清水								大輝						(平　安)														0																																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A						ERROR:#N/A



																																																																																																						0



		25		535		池上				正泰		3		(桃　山)						2		0																		0		1						568		中井				拓		1		(成　美)		51						561				千坂								雄也						(成　美)														3		0																																ERROR:#N/A								ERROR:#N/A						ERROR:#N/A





																						3																		3																																																												3

		26		504		福本				卓朗		2		(東　山)																																		502		大井				達矢		3		(東　山)		52						528				田村								典照						(平　安)																																																ERROR:#N/A								ERROR:#N/A						ERROR:#N/A







		      　　　　　　ベスト８以上はリーグ戦   　． イジョウ セン







































































































































































女子シングルス

																																																																		入力厳禁 ニュウリョク ゲンキン

		女 子 シ ン グ ル ス ジョ ダンシ																																																																																																																																																																上のリーグ戦表は入力しないこと ウエ セン ヒョウ ニュウリョク

																																																																						女子シングルス　　決勝リーグ ケッショウ

		【近畿推薦】　　 宮 脇　　(華頂女子) キンキ スイセン ミヤ ワキ カチョウ ジョシ																																																																																												  1						  2						  3						  4						  5						  6						  7						  8

																																																																																														赤川						上明戸						喜納						中村						池田						加藤						福住						山本						得点 トクテン				勝／負 カチ マ						順位 ジュンイ

		1		601		赤川				真生		3		(華頂女)																																		603		喜納				美空		3		(華頂女)		26				1		601				赤川								真生						(華頂女)																0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																																																																																						0

																						3																		3



		2		668		福井				萌乃		2		(西舞鶴)						3																						3						638		駒井				佑香		3		(すばる)		27				2		602				上明戸								早紀						(華頂女)										0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																						0		3														3		0																																																																																																														0





		3		633		寺下				倫佳		3		(西城陽)						2																						2						641		中谷				茉愛		1		(平　安)		28				3		603				喜納								美空						(華頂女)										0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																																																																																						0





		4		661		村上				遥		3		(成　美)						3																						3						625		山田				汐莉		2		(同志社)		29				4		604				中村								さくら						(平　安)										0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																								0														1																																																																																																																0





		5		651		早田				夕莉		3		(すばる)						0		3																		3		2						667		前田				流星		1		(成　美)		30				5		605				池田								侑香里						(華頂女)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																																																																																						0





		6		648		八木				望		2		(北嵯峨)						0		2																		1		1						652		今西				陽世里		1		(西　京)		31				6		643				加藤								杏菜						(華頂女)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																																																																																						0





		7		621		馬場				玲奈		2		(平　安)						3																						3						623		平川				麻耶		2		(西城陽)		32				7		606				福住								光梨						(平　安)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		7				0		/				0

																																																																																																																																																						0





		8		609		山本				実央		3		(成　美)																																		643		加藤				杏菜		1		(華頂女)		33				8		609				山本								実央						(成　美)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								7				0		/				0

																																																																																																																																																						0

																						3																		3



		9		639		安達				麻衣子		2		(莵　道)						1																						2						650		髙木				莉紗		1		(桃　山)		34						入力厳禁 ニュウリョク ゲンキン

																						0		3														3		0																																																																				１・２位 ，４・５位 ，６・７位 は 対戦者間の成績による　 イ イ タイセン シャ カン セイセキ





		10		631		今西				梓		2		(洛　東)						3																						3						629		牧野				玲子		3		(洛　東)		35										  全国高校総体　女子シングルス　　　　京都府代表 ゼンコク コウコウ ソウタイ キョウトフ ダイヒョウ







		11		626		竹信				美紀		3		(華頂女)						3				0														1				2						664		幡司				杏香		1		(成　美)		36						ERROR:#N/A																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A																								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



																																																																		ERROR:#N/A



		12		642		川島				奈々加		1		(同志社)						0		0																		0		3						635		北河				英美里		3		(嵯峨野)		37

																																																																		ERROR:#N/A																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A																								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



																						3																		3																										ERROR:#N/A

		13		607		新島				伊代		2		(平　安)																																		608		綾井				唯		3		(平　安)		38

																																																																		上の部分は「Sリーグ記録用紙」から自動で入る ウエ ブブン キロク ヨウシ ジドウ ハイ





		14		605		池田				侑香里		2		(華頂女)																																		606		福住				光梨		3		(平　安)		39



																						3																		3



		15		634		近記				百香		2		(洛　東)						3																						0						666		土井				聡里		2		(加悦谷)		40										近畿高校卓球選手権　代表決定戦　（敗者復活戦　残り１枠） キンキ コウコウ タッキュウ センシュケン ダイヒョウ ケッテイセン ハイシャ フッカツセン ノコ ワク																																																								華頂高校内の代表決定戦　（残り４枠） カチョウ コウコウ ナイ ダイヒョウ ケッテイセン ノコ ワク

																						0		3														3		0





		16		628		山本				葵		3		(京文教)						0																						3						644		池田				紗也佳		1		(華頂女)		41







		17		640		桝				沙羅		1		(平　安)						3				0														1				1						632		西山				京姫		3		(東　稜)		42						666				土井								聡里						(加悦谷)																																										加藤								未央						(成　美)																						662







		18		647		千代				茜絵		3		(嵯峨野)						2		3																		0		3						645		加名山				穂香		1		(華頂女)		43						624				加藤								蓮美						(平　安)																																										山本								葵						(京文教)																						628





																						2																		3

		19		611		中野				円香		3		(成　美)																																		610		榊原				未侑		2		(成　美)		44						641				中谷								茉愛						(平　安)																																										村上								遥						(成　美)																						661







		20		662		加藤				未央		2		(成　美)																												3						622		大澤				笑子		3		(北嵯峨)		45						642				川島								奈々加						(同志社)																																										髙木								莉紗						(桃　山)																						650



																						3



		21		636		吉岡				玲奈		3		(桃　山)						3																				0		0						649		野田				麻央		1		(洛　西)		46						627				初田								和花						(華頂女)																																										牧野								玲子						(洛　東)																						629

																						0		0





		22		627		初田				和花		2		(華頂女)						1																		1		3		1						663		山本				あおい		3		(成　美)		47						632				西山								京姫						(東　稜)																																										前田								流星						(成　美)																						667







		23		630		粟田				梨歩		3		(洛　東)						3				3																		3						624		加藤				蓮美		3		(平　安)		48						633				寺下								倫佳						(西城陽)																																										早田								夕莉						(すばる)																						651





																																						3

		24		637		橋口				美優香		3		(東　稜)						2		1																				0						665		角野				舞香		2		(西舞鶴)		49						623				平川								麻耶						(西城陽)																																										粟田								梨歩						(洛　東)																						630





																						3

		25		604		中村				さくら		2		(平　安)																										0		3						646		増田				由佳		3		(洛　東)		50										ERROR:#N/A								ERROR:#N/A						ERROR:#N/A





																																								3

																																																602		上明戸				早紀		3		(華頂女)		51



		　　　　　　    ベスト８以上はリーグ戦    　. イジョウ セン

																																																																																																																																																																		stop

























































シングルス記録



						記　録　3																 春季高等学校卓球選手権大会　　兼　　全国高校総体・近畿大会府２次予選会 ハル キ コウトウ ガッコウ ケン ゼンコク コウコウ ソウタイ キンキ タイカイ フ ジ ヨセン カイ

																						2016. 6. 4.(土) / 6.11.(土) ツチ ツチ																																				伏見港体育館・東山高体育館　　 フシミ コウ タイイクカン ヒガシヤマ コウ タイイクカン





						男子シングルス　決勝リーグ　（優勝者関係分） ユウショウシャ カンケイ ブン																																												女子シングルス　決勝リーグ　（優勝者関係分） ユウショウシャ カンケイ ブン



		 						ERROR:#N/A						ERROR:#N/A										-										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A												ERROR:#N/A						ERROR:#N/A										-										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A

																								-																																												-

																								-																																												-

						ERROR:#N/A																		-								ERROR:#N/A																		ERROR:#N/A																		-								ERROR:#N/A

																								-																																												-

																								-										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A																												－										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A

																								-																																												－

								６勝１敗 ショウ ハイ																-																												６勝１敗 ショウ ハイ																－

																								-								ERROR:#N/A																																				－								ERROR:#N/A

																								-																																												－

																								-										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A																												-										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A

																								-																																												-

																								-																																												-

																								-								ERROR:#N/A																																				-								ERROR:#N/A

																								-																																												-

																								-										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A																												-										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A

																								-																																												-

																								-																																												-

																								-								ERROR:#N/A																																				-								ERROR:#N/A

																								-																																												-

																								-										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A																												-										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A

																								-																																												-

																								-																																												-

																								-								ERROR:#N/A																																				-								ERROR:#N/A

																								-																																												-

																								-										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A																												-										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A

																								-																																												-

																								-																																												-

																								-								ERROR:#N/A																																				-								ERROR:#N/A

																								-																																												-

																								-										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A																												-										ERROR:#N/A						ERROR:#N/A

																								-																																												-

																								-																																												-

																								-								ERROR:#N/A																																				-								ERROR:#N/A

																								-																																												-





								優　勝 ユウ カチ								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A										ERROR:#N/A																		優　勝 ユウ カチ								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A										ERROR:#N/A

								準優勝 ジュンユウショウ								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A										ERROR:#N/A																		準優勝 ジュンユウショウ								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A										ERROR:#N/A

								３　位 イ								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A										ERROR:#N/A																		３　位 イ								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A										ERROR:#N/A

								４　位 イ								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A										ERROR:#N/A																		４　位 イ								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A										ERROR:#N/A





																																																																																												stop





シングルスFax

						入力厳禁 ニュウリョク ゲンキン

										男子シングルス　　決勝リーグ ダンシ ケッショウ																																																																																												リーグ戦表を含め何も入力しないこと セン ヒョウ フク ナニ ニュウリョク

																																		  1						  2						  3						  4						  5						  6						  7						  8

																																		田中						大井						田仲						福本						洞毛						津						今田						馬場						得点 トクテン				勝／負 カチ マ						順位 ジュンイ

				1		501				田中								虹太朗						(東　山)																0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				2		502				大井								達矢						(東　山)										0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				3		525				田仲								禄斗						(東　山)										0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				4		504				福本								卓朗						(東　山)										0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				5		507				洞毛								勇人						(東　山)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				6		505				津								雄一朗						(東　山)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				7		509				今田								祐樹						(平　安)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				8		506				馬場								子龍						(平　安)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								7				0		/				0

																																																																																										0





						入力厳禁 ニュウリョク ゲンキン

																																																１・２位 ，４・５位 ，６・７・８位 は対戦者間の成績による　





										  全国高校総体　男子シングルス　　　　京都府代表 ゼンコク コウコウ ソウタイ ダンシ キョウトフ ダイヒョウ







						ERROR:#N/A																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A																								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



						ERROR:#N/A





						ERROR:#N/A																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A																								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



						ERROR:#N/A



						入力厳禁 ニュウリョク ゲンキン



																																						男子１・２位，５・６位　女子２・３・４位，５・６位は対戦者間の成績による　 ダンシ イ イ ジョシ イ イ タイセン シャ カン セイセキ





										女子シングルス　　決勝リーグ ケッショウ

																																		  1						  2						  3						  4						  5						  6						  7						  8

																																		赤川						上明戸						喜納						中村						池田						加藤						福住						山本						得点 トクテン				勝／負 カチ マ						順位 ジュンイ

				1		601				赤川								真生						(華頂女)																0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				2		602				上明戸								早紀						(華頂女)										0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				3		603				喜納								美空						(華頂女)										0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				4		604				中村								さくら						(平　安)										0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				5		605				池田								侑香里						(華頂女)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				6		643				加藤								杏菜						(華頂女)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				7		606				福住								光梨						(平　安)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								0		-		0		7				0		/				0

																																																																																										0





				8		609				山本								実央						(成　美)										0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0								7				0		/				0

																																																																																										0





						入力厳禁 ニュウリョク ゲンキン

																																																１・２位 ，４・５位 ，６・７位 は 対戦者間の成績による　





										  全国高校総体　女子シングルス　　　　京都府代表 ゼンコク コウコウ ソウタイ キョウトフ ダイヒョウ







						ERROR:#N/A																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A																								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



						ERROR:#N/A





						ERROR:#N/A																		ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A																								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A								ERROR:#N/A



						ERROR:#N/A













Sリーグ試合順序



																																												このワークシートの非表示部分はいじらないで下さい。


女子シングルス決勝リーグの元データが入っています。



行全体のコピーや削除もやめておくれ。 ヒヒョウジ ブブン クダ ジョシ ケッショウ モト ハイ ギョウ ゼンタイ サクジョ																　春季卓球選手権　　男子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ										決勝リーグ ケッショウ																				　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ

										1		601		赤川		真生		3		(華頂女)

										2		602		上明戸		早紀		3		(華頂女)

										3		603		喜納		美空		3		(華頂女)																																						1回戦 カイ セン		５ コート		1		田中		虹太朗		(東　山)		対 タイ		8		馬場		子龍		(平　安)										1回戦 カイ セン		１ コート		1		赤川		真生		(華頂女)		対 タイ		8		山本		実央		(成　美)

										4		604		中村		さくら		2		(平　安)																																								６ コート		2		大井		達矢		(東　山)		対 タイ		7		今田		祐樹		(平　安)												２ コート		2		上明戸		早紀		(華頂女)		対 タイ		7		福住		光梨		(平　安)

										5		605		池田		侑香里		2		(華頂女)																																								７ コート		3		田仲		禄斗		(東　山)		対 タイ		6		津		雄一朗		(東　山)												３ コート		3		喜納		美空		(華頂女)		対 タイ		6		加藤		杏菜		(華頂女)

										6		643		加藤		杏菜		1		(華頂女)																																								８ コート		4		福本		卓朗		(東　山)		対 タイ		5		洞毛		勇人		(東　山)												４ コート		4		中村		さくら		(平　安)		対 タイ		5		池田		侑香里		(華頂女)

										7		606		福住		光梨		3		(平　安)																																						２回戦 カイ セン		５ コート		3		田仲		禄斗		(東　山)		対 タイ		4		福本		卓朗		(東　山)										２回戦 カイ セン		１ コート		3		喜納		美空		(華頂女)		対 タイ		4		中村		さくら		(平　安)

										8		609		山本		実央		3		(成　美)																																								６ コート		1		田中		虹太朗		(東　山)		対 タイ		7		今田		祐樹		(平　安)												２ コート		1		赤川		真生		(華頂女)		対 タイ		7		福住		光梨		(平　安)

																																																												７ コート		2		大井		達矢		(東　山)		対 タイ		5		洞毛		勇人		(東　山)												３ コート		2		上明戸		早紀		(華頂女)		対 タイ		5		池田		侑香里		(華頂女)

																																																												８ コート		6		津		雄一朗		(東　山)		対 タイ		8		馬場		子龍		(平　安)												４ コート		6		加藤		杏菜		(華頂女)		対 タイ		8		山本		実央		(成　美)

																																																										３回戦 カイ セン		５ コート		5		洞毛		勇人		(東　山)		対 タイ		7		今田		祐樹		(平　安)										３回戦 カイ セン		１ コート		5		池田		侑香里		(華頂女)		対 タイ		7		福住		光梨		(平　安)

																																																												６ コート		4		福本		卓朗		(東　山)		対 タイ		8		馬場		子龍		(平　安)												２ コート		4		中村		さくら		(平　安)		対 タイ		8		山本		実央		(成　美)

																																																												７ コート		1		田中		虹太朗		(東　山)		対 タイ		6		津		雄一朗		(東　山)												３ コート		1		赤川		真生		(華頂女)		対 タイ		6		加藤		杏菜		(華頂女)

																																																												８ コート		2		大井		達矢		(東　山)		対 タイ		3		田仲		禄斗		(東　山)												４ コート		2		上明戸		早紀		(華頂女)		対 タイ		3		喜納		美空		(華頂女)

						１　回　戦 カイ イクサ																																																				４回戦 カイ セン		５ コート		2		大井		達矢		(東　山)		対 タイ		8		馬場		子龍		(平　安)										４回戦 カイ セン		１ コート		2		上明戸		早紀		(華頂女)		対 タイ		8		山本		実央		(成　美)

										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				1		回戦 カイ セン				１ コート　																														６ コート		3		田仲		禄斗		(東　山)		対 タイ		7		今田		祐樹		(平　安)												２ コート		3		喜納		美空		(華頂女)		対 タイ		7		福住		光梨		(平　安)

																																																												７ コート		4		福本		卓朗		(東　山)		対 タイ		6		津		雄一朗		(東　山)												３ コート		4		中村		さくら		(平　安)		対 タイ		6		加藤		杏菜		(華頂女)

										1		赤川														8		山本																																８ コート		1		田中		虹太朗		(東　山)		対 タイ		5		洞毛		勇人		(東　山)												４ コート		1		赤川		真生		(華頂女)		対 タイ		5		池田		侑香里		(華頂女)

																0		0		-		0		0																																		５回戦 カイ セン		５ コート		1		田中		虹太朗		(東　山)		対 タイ		4		福本		卓朗		(東　山)										５回戦 カイ セン		１ コート		1		赤川		真生		(華頂女)		対 タイ		4		中村		さくら		(平　安)

																		0		-		0																																						６ コート		7		今田		祐樹		(平　安)		対 タイ		8		馬場		子龍		(平　安)												２ コート		7		福住		光梨		(平　安)		対 タイ		8		山本		実央		(成　美)

																		0		-		0																																						７ コート		3		田仲		禄斗		(東　山)		対 タイ		5		洞毛		勇人		(東　山)												３ コート		3		喜納		美空		(華頂女)		対 タイ		5		池田		侑香里		(華頂女)

												真生						0		-		0						実央																																８ コート		2		大井		達矢		(東　山)		対 タイ		6		津		雄一朗		(東　山)												４ コート		2		上明戸		早紀		(華頂女)		対 タイ		6		加藤		杏菜		(華頂女)

																		0		-		0																																				６回戦 カイ セン		５ コート		1		田中		虹太朗		(東　山)		対 タイ		3		田仲		禄斗		(東　山)										６回戦 カイ セン		１ コート		1		赤川		真生		(華頂女)		対 タイ		3		喜納		美空		(華頂女)

																																																												６ コート		5		洞毛		勇人		(東　山)		対 タイ		8		馬場		子龍		(平　安)												２ コート		5		池田		侑香里		(華頂女)		対 タイ		8		山本		実央		(成　美)

																																																												７ コート		2		大井		達矢		(東　山)		対 タイ		4		福本		卓朗		(東　山)												３ コート		2		上明戸		早紀		(華頂女)		対 タイ		4		中村		さくら		(平　安)

																																																												８ コート		6		津		雄一朗		(東　山)		対 タイ		7		今田		祐樹		(平　安)												４ コート		6		加藤		杏菜		(華頂女)		対 タイ		7		福住		光梨		(平　安)

										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				1		回戦 カイ セン				２ コート　																												７回戦 カイ セン		５ コート		4		福本		卓朗		(東　山)		対 タイ		7		今田		祐樹		(平　安)										７回戦 カイ セン		１ コート		4		中村		さくら		(平　安)		対 タイ		7		福住		光梨		(平　安)

																																																												６ コート		5		洞毛		勇人		(東　山)		対 タイ		6		津		雄一朗		(東　山)												２ コート		5		池田		侑香里		(華頂女)		対 タイ		6		加藤		杏菜		(華頂女)

										2		上明戸														7		福住																																７ コート		1		田中		虹太朗		(東　山)		対 タイ		2		大井		達矢		(東　山)												３ コート		1		赤川		真生		(華頂女)		対 タイ		2		上明戸		早紀		(華頂女)

																0		0		-		0		0																																				８ コート		3		田仲		禄斗		(東　山)		対 タイ		8		馬場		子龍		(平　安)												４ コート		3		喜納		美空		(華頂女)		対 タイ		8		山本		実央		(成　美)

																		0		-		0																																																																																								stop

																		0		-		0

												早紀						0		-		0						光梨

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				1		回戦 カイ セン				３ コート　



										3		喜納														6		加藤

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												美空						0		-		0						杏菜

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				1		回戦 カイ セン				４ コート　



										4		中村														5		池田

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												さくら						0		-		0						侑香里

																		0		-		0





						２　回　戦 カイ イクサ

										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				2		回戦 カイ セン				１ コート　



										1		赤川														7		福住

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												真生						0		-		0						光梨

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				2		回戦 カイ セン				２ コート　



										2		上明戸														5		池田

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												早紀						0		-		0						侑香里

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				2		回戦 カイ セン				３ コート　



										3		喜納														4		中村

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												美空						0		-		0						さくら

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				2		回戦 カイ セン				４ コート　



										6		加藤														8		山本

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												杏菜						0		-		0						実央

																		0		-		0





						３　回　戦 カイ イクサ

										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				3		回戦 カイ セン				１ コート　



										1		赤川														6		加藤

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												真生						0		-		0						杏菜

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				3		回戦 カイ セン				２ コート　



										2		上明戸														3		喜納

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												早紀						0		-		0						美空

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				3		回戦 カイ セン				３ コート　



										4		中村														8		山本

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												さくら						0		-		0						実央

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				3		回戦 カイ セン				４ コート　



										5		池田														7		福住

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												侑香里						0		-		0						光梨

																		0		-		0





						４　回　戦 カイ イクサ

										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				4		回戦 カイ セン				１ コート　



										1		赤川														5		池田

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												真生						0		-		0						侑香里

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				4		回戦 カイ セン				２ コート　



										2		上明戸														8		山本

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												早紀						0		-		0						実央

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				4		回戦 カイ セン				３ コート　



										3		喜納														7		福住

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												美空						0		-		0						光梨

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				4		回戦 カイ セン				４ コート　



										4		中村														6		加藤

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												さくら						0		-		0						杏菜

																		0		-		0





						５　回　戦 カイ イクサ

										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				5		回戦 カイ セン				１ コート　



										1		赤川														4		中村

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												真生						0		-		0						さくら

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				5		回戦 カイ セン				２ コート　



										2		上明戸														6		加藤

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												早紀						0		-		0						杏菜

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				5		回戦 カイ セン				３ コート　



										3		喜納														5		池田

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												美空						0		-		0						侑香里

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				5		回戦 カイ セン				４ コート　



										7		福住														8		山本

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												光梨						0		-		0						実央

																		0		-		0





						６　回　戦 カイ イクサ

										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				6		回戦 カイ セン				１ コート　



										1		赤川														3		喜納

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												真生						0		-		0						美空

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				6		回戦 カイ セン				２ コート　



										2		上明戸														4		中村

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												早紀						0		-		0						さくら

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				6		回戦 カイ セン				３ コート　



										5		池田														8		山本

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												侑香里						0		-		0						実央

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				6		回戦 カイ セン				４ コート　



										6		加藤														7		福住

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												杏菜						0		-		0						光梨

																		0		-		0





						７　回　戦 カイ イクサ

										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				7		回戦 カイ セン				１ コート　



										1		赤川														2		上明戸

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												真生						0		-		0						早紀

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				7		回戦 カイ セン				２ コート　



										3		喜納														8		山本

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												美空						0		-		0						実央

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				7		回戦 カイ セン				３ コート　



										4		中村														7		福住

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												さくら						0		-		0						光梨

																		0		-		0







										　春季卓球選手権　　女子Ｓ シュンキ タッキュウ センシュケン										決勝リーグ ケッショウ				7		回戦 カイ セン				４ コート　



										5		池田														6		加藤

																0		0		-		0		0

																		0		-		0

																		0		-		0

												侑香里						0		-		0						杏菜

																		0		-		0





Sリーグ記録用紙

												ここに入力 ニュウリョク																										ここに入力 ニュウリョク

										1		501		田中		虹太朗		2		(東　山)																1		601		赤川		真生		3		(華頂女)

										2		502		大井		達矢		3		(東　山)																2		602		上明戸		早紀		3		(華頂女)

										3		525		田仲		禄斗		1		(東　山)																3		603		喜納		美空		3		(華頂女)

										4		504		福本		卓朗		2		(東　山)																4		604		中村		さくら		2		(平　安)

										5		507		洞毛		勇人		3		(東　山)																5		605		池田		侑香里		2		(華頂女)

										6		505		津		雄一朗		2		(東　山)																6		643		加藤		杏菜		1		(華頂女)

										7		509		今田		祐樹		3		(平　安)																7		606		福住		光梨		3		(平　安)

										8		506		馬場		子龍		2		(平　安)																8		609		山本		実央		3		(成　美)



						この上の行（現在非表示）に、シングルス決勝リーグ参加者の基本データを入力しています。消すことなかれ!! ウエ ギョウ ゲンザイ ヒヒョウジ ケッショウ サンカシャ キホン ニュウリョク ケ







						１　回　戦 カイ イクサ																																																						１　回　戦 カイ イクサ

										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																1		回戦 カイ セン		５ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																1		回戦 カイ セン		１ コート　



										1		田中		虹太朗												8		馬場		子龍						1		赤川		真生												8		山本		実央

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(平　安)										(華頂女)								-								(成　美)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																1		回戦 カイ セン		６ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																1		回戦 カイ セン		２ コート　



										2		大井		達矢												7		今田		祐樹						2		上明戸		早紀												7		福住		光梨

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(平　安)										(華頂女)								-								(平　安)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																1		回戦 カイ セン		７ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																1		回戦 カイ セン		３ コート　



										3		田仲		禄斗												6		津		雄一朗						3		喜納		美空												6		加藤		杏菜

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(華頂女)								-								(華頂女)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																1		回戦 カイ セン		８ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																1		回戦 カイ セン		４ コート　



										4		福本		卓朗												5		洞毛		勇人						4		中村		さくら												5		池田		侑香里

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(平　安)								-								(華頂女)

																				-																										-





						２　回　戦 カイ イクサ																																																						２　回　戦 カイ イクサ

										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																2		回戦 カイ セン		６ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																2		回戦 カイ セン		２ コート　



										1		田中		虹太朗												7		今田		祐樹						1		赤川		真生												7		福住		光梨

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(平　安)										(華頂女)								-								(平　安)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																2		回戦 カイ セン		７ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																2		回戦 カイ セン		３ コート　



										2		大井		達矢												5		洞毛		勇人						2		上明戸		早紀												5		池田		侑香里

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(華頂女)								-								(華頂女)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																2		回戦 カイ セン		５ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																2		回戦 カイ セン		１ コート　



										3		田仲		禄斗												4		福本		卓朗						3		喜納		美空												4		中村		さくら

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(華頂女)								-								(平　安)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																2		回戦 カイ セン		８ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																2		回戦 カイ セン		４ コート　



										6		津		雄一朗												8		馬場		子龍						6		加藤		杏菜												8		山本		実央

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(平　安)										(華頂女)								-								(成　美)

																				-																										-





						３　回　戦 カイ イクサ																																																						３　回　戦 カイ イクサ

										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																3		回戦 カイ セン		７ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																3		回戦 カイ セン		３ コート　



										1		田中		虹太朗												6		津		雄一朗						1		赤川		真生												6		加藤		杏菜

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(華頂女)								-								(華頂女)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																3		回戦 カイ セン		８ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																3		回戦 カイ セン		４ コート　



										2		大井		達矢												3		田仲		禄斗						2		上明戸		早紀												3		喜納		美空

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(華頂女)								-								(華頂女)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																3		回戦 カイ セン		６ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																3		回戦 カイ セン		２ コート　



										4		福本		卓朗												8		馬場		子龍						4		中村		さくら												8		山本		実央

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(平　安)										(平　安)								-								(成　美)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																3		回戦 カイ セン		５ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																3		回戦 カイ セン		１ コート　



										5		洞毛		勇人												7		今田		祐樹						5		池田		侑香里												7		福住		光梨

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(平　安)										(華頂女)								-								(平　安)

																				-																										-





						４　回　戦 カイ イクサ																																																						４　回　戦 カイ イクサ

										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																4		回戦 カイ セン		８ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																4		回戦 カイ セン		４ コート　



										1		田中		虹太朗												5		洞毛		勇人						1		赤川		真生												5		池田		侑香里

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(華頂女)								-								(華頂女)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																4		回戦 カイ セン		５ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																4		回戦 カイ セン		１ コート　



										2		大井		達矢												8		馬場		子龍						2		上明戸		早紀												8		山本		実央

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(平　安)										(華頂女)								-								(成　美)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																4		回戦 カイ セン		６ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																4		回戦 カイ セン		２コート　



										3		田仲		禄斗												7		今田		祐樹						3		喜納		美空												7		福住		光梨

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(平　安)										(華頂女)								-								(平　安)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																4		回戦 カイ セン		７ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																4		回戦 カイ セン		３ コート　



										4		福本		卓朗												6		津		雄一朗						4		中村		さくら												6		加藤		杏菜

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(平　安)								-								(華頂女)

																				-																										-





						５　回　戦 カイ イクサ																																																						５　回　戦 カイ イクサ

										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																5		回戦 カイ セン		５ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																5		回戦 カイ セン		１ コート　



										1		田中		虹太朗												4		福本		卓朗						1		赤川		真生												4		中村		さくら

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(華頂女)								-								(平　安)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																5		回戦 カイ セン		８ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																5		回戦 カイ セン		４ コート　



										2		大井		達矢												6		津		雄一朗						2		上明戸		早紀												6		加藤		杏菜

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(華頂女)								-								(華頂女)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																5		回戦 カイ セン		７ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																5		回戦 カイ セン		３ コート　



										3		田仲		禄斗												5		洞毛		勇人						3		喜納		美空												5		池田		侑香里

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(華頂女)								-								(華頂女)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																5		回戦 カイ セン		６ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																5		回戦 カイ セン		２ コート　



										7		今田		祐樹												8		馬場		子龍						7		福住		光梨												8		山本		実央

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(平　安)								-								(平　安)										(平　安)								-								(成　美)

																				-																										-





						６　回　戦 カイ イクサ																																																						６　回　戦 カイ イクサ

										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																6		回戦 カイ セン		５ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																6		回戦 カイ セン		１ コート　



										1		田中		虹太朗												3		田仲		禄斗						1		赤川		真生												3		喜納		美空

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(華頂女)								-								(華頂女)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																6		回戦 カイ セン		７ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																6		回戦 カイ セン		３ コート　



										2		大井		達矢												4		福本		卓朗						2		上明戸		早紀												4		中村		さくら

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(華頂女)								-								(平　安)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																6		回戦 カイ セン		６ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																6		回戦 カイ セン		２ コート　



										5		洞毛		勇人												8		馬場		子龍						5		池田		侑香里												8		山本		実央

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(平　安)										(華頂女)								-								(成　美)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																6		回戦 カイ セン		８ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																6		回戦 カイ セン		４ コート　



										6		津		雄一朗												7		今田		祐樹						6		加藤		杏菜												7		福住		光梨

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(平　安)										(華頂女)								-								(平　安)

																				-																										-





						７　回　戦 カイ イクサ																																																						７　回　戦 カイ イクサ

										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																7		回戦 カイ セン		７ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																7		回戦 カイ セン		３ コート　



										1		田中		虹太朗												2		大井		達矢						1		赤川		真生												2		上明戸		早紀

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(華頂女)								-								(華頂女)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																7		回戦 カイ セン		８ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																7		回戦 カイ セン		４ コート　



										3		田仲		禄斗												8		馬場		子龍						3		喜納		美空												8		山本		実央

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(平　安)										(華頂女)								-								(成　美)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																7		回戦 カイ セン		５ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																7		回戦 カイ セン		１ コート　



										4		福本		卓朗												7		今田		祐樹						4		中村		さくら												7		福住		光梨

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(平　安)										(平　安)								-								(平　安)

																				-																										-







										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																7		回戦 カイ セン		６ コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																7		回戦 カイ セン		２ コート　



										5		洞毛		勇人												6		津		雄一朗						5		池田		侑香里												6		加藤		杏菜

																				-																										-

																				-																										-

																				-																										-

												(東　山)								-								(東　山)										(華頂女)								-								(華頂女)

																				-																										-





						予　　備 ヨ ビ																																																						予　　備 ヨ ビ

										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																		回戦 カイ セン		 コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																		回戦 カイ セン		 コート　





















										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																		回戦 カイ セン		 コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																		回戦 カイ セン		　 コート　





















										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																		回戦 カイ セン		 コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																		回戦 カイ セン		 コート　





















										　春季卓球選手権　　男子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン ダンシ																		回戦 カイ セン		 コート　						　春季卓球選手権　　女子Ｓ　　　決勝リーグ シュンキ タッキュウ センシュケン																		回戦 カイ セン		 コート　























男子シングルス　　リーグ戦表

										入力厳禁 ニュウリョク ゲンキン		男子シングルス　　決勝リーグ（結果） ダンシ ケッショウ ケッカ

																								　1										　2										　3										　4										　5										　6										　7										　8																												得点の計算 トクテン ケイサン																														インターハイ代表の計算 ダイヒョウ ケイサン

																										田中										大井										田仲										福本										洞毛										津										今田										馬場								得点 トクテン		勝 カチ		／		負 マ		順位 ジュンイ										1		2		3		4		5		6		7		8		勝 カチ		負 マ		不戦負 フセン マ

		1								501																								0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0										0		501				1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

												田中				虹太朗		(東　山)		2																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																																																				0		502				2		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																																				0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																																																				0		525				3		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																																				0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																																																				0		504				4		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																																				0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																																																				0		507

		2								502														0		0		-		0		0												0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0										0		505

												大井				達矢		(東　山)		3						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																																																				0		509

																										0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																																																				0		506

																										0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

		3								525														0		0		-		0		0		0		0		-		0		0												0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0

												田仲				禄斗		(東　山)		1						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

		4								504														0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0												0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0

												福本				卓朗		(東　山)		2						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

		5								507														0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0												0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0

												洞毛				勇人		(東　山)		3						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0

		6								505														0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0												0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0

												津				雄一朗		(東　山)		2						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0

		7								509														0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0												0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0

												今田				祐樹		(平　安)		3						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0

		8								506														0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0												7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0

												馬場				子龍		(平　安)		2						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0



																																																																																																																																																																						stop





女子シングルス　　リーグ戦表

										入力厳禁 ニュウリョク ゲンキン		女子シングルス　　決勝リーグ（結果） ケッショウ ケッカ

																								　1										　2										　3										　4										　5										　6										　7										　8																												得点の計算 トクテン ケイサン																														インターハイ代表の計算 ダイヒョウ ケイサン

																										赤川										上明戸										喜納										中村										池田										加藤										福住										山本								得点 トクテン		勝 カチ		／		負 マ		順位 ジュンイ										1		2		3		4		5		6		7		8		勝 カチ		負 マ		不戦負 フセン マ

		1								601																								0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0										0		601				1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

												赤川				真生		(華頂女)		3																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																																																				0		602				2		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																																				0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																																																				0		603				3		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																																				0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																																																				0		604				4		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																																				0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																																																				0		605

		2								602														0		0		-		0		0												0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0										0		643

												上明戸				早紀		(華頂女)		3						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																																																				0		606

																										0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																																																				0		609

																										0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

		3								603														0		0		-		0		0		0		0		-		0		0												0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0

												喜納				美空		(華頂女)		3						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

		4								604														0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0												0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0

												中村				さくら		(平　安)		2						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

		5								605														0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0												0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0

												池田				侑香里		(華頂女)		2						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0						0		-		0

		6								643														0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0												0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0

												加藤				杏菜		(華頂女)		1						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0						0		-		0

		7								606														0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0												0		0		-		0		0		7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0

												福住				光梨		(平　安)		3						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0																0		-		0

		8								609														0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0		0		0		-		0		0												7																		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0

												山本				実央		(成　美)		3						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0

																										0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0						0		-		0



																																																																																																																																																																						stop





学校対抗ドロー



		男  子  学  校  対  抗 ダンシ ガッコウ タイコウ



						【近畿推薦】　　東　山



						code		学校名 ガッコウ メイ																														code		学校名 ガッコウ メイ

		1		1																																						3		8







		2																																										9







		3		8																																						6		10







		4		5																																						7		11







		5																																										12







		6																																								2		13







		7		4





































		女  子  学  校  対  抗 ダンシ ガッコウ タイコウ







						code		学校名 ガッコウ メイ																														code		学校名 ガッコウ メイ

		1		1																																						3		8







		2																																										9







		3		8																																								10







		4		5																																						6		11







		5																																								7		12







		6																																										13







		7		4																																						2		14

























																																														STOP
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男子ダブルスドロー



		男 子 ダ ブ ル ス ダンシ



		【近畿推薦】　 　西　 ・ 長　光　 (東 山)　

						Code		名前 ナマエ		学校 ガッコウ																																		Code		名前 ナマエ		学校 ガッコウ

		1		1																																														3		26







		2																																																		27







		3																																																		28







		4		17																																														19		29







		5																																																		30







		6																																																14		31







		7		16																																														11		32







		8		9																																																33







		9																																																22		34







		10		24																																																35







		11																																																		36







		12																																																6		37







		13		8																																														7		38







		14		5																																																39







		15																																																		40







		16																																																23		41







		17		21																																																42







		18																																																10		43







		19		12																																														15		44







		20		13																																																45







		21																																																		46







		22		20																																														18		47







		23																																																		48







		24																																																		49







		25		4																																														2		50

















																																																						STOP
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女子ダブルスドロー



		女 子 ダ ブ ル ス ジョ コ



		【近畿推薦】　　浜 畑 ・ 岡 本　， 小 森 ・  林　， 神 山 ・ 加 藤　(華 頂)　

						Code		名前 ナマエ		学校 ガッコウ																																		Code		名前 ナマエ		学校 ガッコウ

		1		1																																														3		26







		2																																																		27







		3																																																		28







		4		17																																														19		29







		5																																																		30







		6																																																14		31







		7		16																																														11		32







		8		9																																																33







		9																																																22		34







		10		24																																																35







		11																																																		36







		12																																																6		37







		13		8																																														7		38







		14		5																																																39







		15																																																		40







		16																																																23		41







		17		21																																																42







		18																																																10		43







		19		12																																														15		44







		20		13																																																45







		21																																																		46







		22		20																																														18		47







		23																																																		48







		24																																																		49







		25		4																																														2		50
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男子シングルスドロー



		男 子 シ ン グ ル ス オトコ コ



		【近畿推薦】　　木　原　 ，  岡　本　  　(東 山)　

						Code		名前 ナマエ		学校 ガッコウ																																		Code		名前 ナマエ		学校 ガッコウ

		1		1																																														3		27







		2																																																		28







		3																																																		29







		4		17																																														19		30







		5																																																		31







		6																																																		32







		7		16																																														14		33







		8		9																																														11		34







		9																																																		35







		10		24																																														22		36







		11																																																		37







		12																																																		38







		13		8																																														6		39







		14		5																																														7		40







		15																																																		41







		16																																																		42







		17		21																																														23		43







		18																																																		44







		19		12																																														10		45







		20		13																																														15		46







		21																																																		47







		22																																																		48







		23		20																																														18		49







		24																																																		50







		25																																																		51







		26		4																																														2		52
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女子シングルスドロー



		女 子 シ ン グ ル ス ジョ ダンシ



		【近畿推薦】　　 宮 脇　　(華頂女子)

						Code		名前 ナマエ		学校 ガッコウ																																		Code		名前 ナマエ		学校 ガッコウ

		1		1																																														3		26







		2																																																		27







		3																																																		28







		4		17																																														19		29







		5																																																		30







		6																																																		31







		7		16																																														14		32







		8		9																																														11		33







		9																																																		34







		10		24																																														22		35







		11																																																		36







		12																																																		37







		13		8																																														6		38







		14		5																																														7		39







		15																																																		40







		16																																																		41







		17		21																																														23		42







		18																																																		43







		19		12																																														10		44







		20		13																																														15		45







		21																																																		46







		22		20																																																47







		23																																																18		48







		24																																																		49







		25		4																																																50







																																																		2		51













																																																						STOP
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