
男子予選ブロックの結果 

A 5-0 4-1 3-2 2-3 1-4 0-5
B 4-0 3-1 2-2 1-3 0-4
C 4-0 3-1 2-2 1-3 0-4
D 5-0 4-1 3-2 2-3 1-4 0-5
E 5-0 4-1 3-2 2-3 1-4 0-5
F 2-0 1-1 0-2
G 3-0 2-1 1-2 0-3

女子予選ブロックの結果 

A 女 2-0 1-1 0-2
B 女 3-0 2-1 1-2 0-3
C 女 3-0 2-1 1-2 0-3
D 女 3-0 2-1 1-2 0-3
E 女 2-0 1-1 0-2
F 女 2-0 1-1 0-2
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 第40回  公立高等学校卓球大会 (団体の部) 

山　城
紫　野

木　津

北　稜

福知山
加悦谷

8

10城　　陽

3 0
西　京 (D2)

3

0

3

1

0

0

3

0
1

3
3

3

3

3

1 0

1

向　陽

亀　岡

南　丹

5  位

2

桃　山 嵯峨野 北嵯峨 工伏洛 田　辺 朱　雀

(C2)

1  位 2  位 3  位

洛　東
4  位 5  位 6  位

東　稜 洛　西 * 亀・向

桃　山 嵯峨野 鳥　羽 南　陽

東　稜 (A2) 8

莵　道 (C1) 6

7

加悦谷 (F1) 9

3
桃　山 (B1) 10

3

洛

東

莵

道



対 対

対 対

対 対

対 対

対 対
11 - 8 11 - 4
11 - 8 11 - 8
11 - 6 11 - 8

- -
- -

11 - 13 11 - 4
11 - 3 11 - 8
11 - 7 11 - 7
11 - 6 -

- -
9 - 11 12 - 10
8 - 11 11 - 6
6 - 11 3 - 11

- 11 - 7
- -

11 - 4 -
11 - 4 -
13 - 11 -

- -
- -

5 - 11 -
11 - 8 -
11 - 8 -

- -
- -

対 対
11 - 6 11 - 5
11 - 7 12 - 10
14 - 12 11 - 9

- -
- -

11 - 9 5 - 11
11 - 8 3 - 11
11 - 5 9 - 11

- -
- -

11 - 7 11 - 2
4 - 11 11 - 7

11 - 7 11 - 8
7 - 11 -
9 - 11 -

11 - 9 11 - 4
9 - 11 11 - 4
8 - 11 11 - 5
5 - 11 -

- -
9 - 11 14 - 12

11 - 5 11 - 5
11 - 8 -
11 - 8 -

- -

対 対
7 - 11 5 - 11

11 - 9 11 - 5
11 - 6 11 - 9
9 - 11 11 - 5

11 - 4 -
11 - 9 11 - 8
10 - 12 11 - 7
11 - 9 12 - 10
15 - 17 -
11 - 7 -
11 - 8 11 - 7
12 - 10 12 - 10
11 - 6 11 - 8

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

今 西

木 下

百 香

梓

1

03

栞 奈大 塚

今 西

大 塚

安 達

美 菜

近 記

山 﨑

上 野

友 唯

奈 美

風 羽

梓

3洛 東

美 菜 3木 下

 第40回  公立高等学校卓球大会 (団体の部)

女子 学校対抗　　　準々決勝男子 学校対抗　　　準々決勝

記　録
京都すばる高校体育館

2016(Ｈ28）年　11月23日（水）

嵯 峨 野
京 都 す ば る

茉 那

西 京
東 稜

北 嵯 峨

髙 橋

0

0

洛 東

桃 山
京 都 す ば る

鳥 羽

3 0

0
0

男子 学校対抗　　　準決勝

鳥 羽

１Ｓ

3

3

1洛 東

小 川 侑 希 0

3

莵 道

女子 学校対抗　　　準決勝

桃 山

洛 東
北 嵯 峨

3 1
0

嵯 峨 野
東 稜

3 1
3 0

城 陽
西 京

3 2
3

3

八 木

桃 山1

3

3

3

望0

高 野

梓

百 香

徳 田

祥 吾

奎太朗 梓

今 西

４Ｓ

徳 田

中 川 大 成

頼 人

洛 東

百 香

美由紀

近 記

服 部

山 内

八 木 望

菜 摘

藍 里

山 内 藍 里

3

百 香

祥 吾

宮 前

５Ｓ大 成

悠 斗

1

純

１Ｓ伊 藤

川 越

3 1

0 3

市 川

直 生新 谷

窪 田

１Ｓ

京 都 す ば る

0

３Ｄ

４Ｓ

侑 希

和 己

卓 哉

小 川

宮 前

小 原

卓 哉

２Ｓ

太 田

0

髙 橋

中 塚3

3

3

祥 也

3

真 吾

桃 山 2

0大 塚

４Ｓ

3

服 部

栞 奈

安 達 麻衣子

0

3

3麻衣子

２Ｓ

３Ｄ

隼 人

聖 来

0

1 對 馬 淡

髙 橋

對 馬

3

2

松 灘

新 谷

太 田

直 生

雄 大

慎太郎

3 0

原 田 朋 幸

3

男子 学校対抗　　　決　勝

新 谷2卓 哉

３Ｄ

５Ｓ

２Ｓ

3

１Ｓ

４Ｓ

５Ｓ

宮 前

洛 東

窪 田

侑 希

５Ｓ

３Ｄ

２Ｓ

小 川

和 己

卓 哉

雄 大

１Ｓ

宮 前

小 原

小 川

４Ｓ

５Ｓ 磯 部慎太郎

3

太 田侑 希

松 灘祥 也

3 0
新 谷

４Ｓ

雄 大

雄 大

３Ｄ
直 生

桃 山

直 生

２Ｓ

１Ｓ

2

太 田

市 川

1

3

女子 学校対抗　　　決　勝

風 羽５Ｓ

莵 道

廣 瀨

麻衣子

0

谷 岡

隼 人

淡 大 塚

磯 部

安 達

美由紀

真 吾

莉 紗

髙 木 莉 紗

0

聖 来

悠 里

髙 木
0

3

3 0

中 川

3

今 西

麻衣子

栞 奈

安 達

谷 岡

莵 道

栞 奈

２Ｓ

今 西

近 記
３Ｄ

近 記


	団体戦結果1予選-決勝
	団体記録-詳細


ドロー作成用

				地域 チイキ		性		コード		シード		名前				学年		学校		性		校内順位		免除		男女		人数		男女コード		人数の計算式 ニンズウ ケイサン シキ

				B		93		9301		34		藤澤 フジサワ		慧 ケイ		1		(西舞鶴)		93		1				男Ｓ				0		8								地域 チイキ				女子S				名    前				学年		学  校				順位		免				人数 ニンズウ		男女コード ダンジョ		人数の計算式 ニンズウ ケイサン シキ

				B		93		9302				高橋		壮太 ソウタ		1		(西舞鶴)		93		2				男Ｓ				0		8								B		93		9301		16		角野		舞香		1		(西舞鶴)		93		1				女Ｓ						10

				B		93		9303				岡本 オカモト		健斗 ケント		1		(西舞鶴)		93		3				男Ｓ				0		8								B		93		9302		23		福井		萌乃		1		(西舞鶴)		93		2				女Ｓ						10

				B		93		9304				西村 ニシムラ		光司 ミツジ		1		(西舞鶴)		93		4				男Ｓ				0		8								B		93		9303		25		岡田		美紀		2		(西舞鶴)		93		3				女Ｓ						10

				B		93		9305				花崎 ハナサキ		将太郎 ショウタロウ		2		(西舞鶴)		93		5				男Ｓ				0		8								B		93		9304		28		小林 コバヤシ		美香 ミカ		1		(西舞鶴)		93		4				女Ｓ						10

				B		93		9306				細井		大豪		2		(西舞鶴)		93		6				男Ｓ				0		8								B		93		9305		27		南部		花穂		2		(西舞鶴)		93		5				女Ｓ						10

				B		93		9307				廣瀬 ヒロセ		寛人 ヒロト		1		(西舞鶴)		93		7				男Ｓ				0		8								B		93		9306				武田		菜愛		2		(西舞鶴)		93		6				女Ｓ						10

				B		93		9308				佐々木 ササキ		孝輔 コウスケ		1		(西舞鶴)		93		8				男Ｓ				0		8								B		93		9307				岸本 キシモト		凪紗 ナギ シャ		2		(西舞鶴)		93		7				女Ｓ						10

				B		94		9401		8		植村		柳		2		(大　江)		94		1				男Ｓ				0		7								B		93		9308				真下 マシタ		朱結 シュ ユイ		1		(西舞鶴)		93		8				女Ｓ						10

				B		94		9402				藤川		晶 アキラ		1		(大　江)		94		2				男Ｓ				0		7								B		93		9309				杉山 スギヤマ		綾捺 アヤ ナツ		2		(西舞鶴)		93		9				女Ｓ						10

				B		94		9403				新谷 シンタニ		瑚汰朗 ゴ タ アキラ		1		(大　江)		94		3				男Ｓ				0		7								B		93		9310				河田 カワタ		彩音 アヤネ		1		(西舞鶴)		93		10				女Ｓ						10

				B		94		9404				中井 ナカイ		浩		1		(大　江)		94		4				男Ｓ				0		7								B		98		9801		29		笠次		理沙		2		(峰　山)		98		1				女Ｓ						5

				B		94		9405				倉橋		風輝		2		(大　江)		94		5				男Ｓ				0		7								B		98		9802				中西		麻由香		2		(峰　山)		98		2				女Ｓ						5

				B		94		9406				太田 オオタ		典和 ノリカズ		1		(大　江)		94		6				男Ｓ				0		7								B		98		9803				谷		美由		1		(峰　山)		98		3				女Ｓ						5

				B		94		9407				濱野 ハマノ		龍樹 タツキ		1		(大　江)		94		7				男Ｓ				0		7								B		98		9804				増田 マスダ		幸歩 サチ アユミ		1		(峰　山)		98		4				女Ｓ						5

				B		99		9901		48		掃部		捺輝		2		(網　野)		99		1				男Ｓ				0		7								B		98		9805				大澤 オオサワ		恵奈 エナ		1		(峰　山)		98		5				女Ｓ						5

				B		99		9902				松下 マツシタ		凌也 リョウ ナリ		1		(網　野)		99		2				男Ｓ				0		7								B		94		9401		30		田向		凪砂		1		(大　江)		94		1				女Ｓ						4

				B		99		9903				稲田 イナダ		侑真 ユウ マ		1		(網　野)		99		3				男Ｓ				0		7								B		94		9402				今井 イマイ		望奈美 ボウ ナミ		2		(大　江)		94		2				女Ｓ						4

				B		99		9904				野木		利輝哉		2		(網　野)		99		4				男Ｓ				0		7								B		94		9403				森田 モリタ		奈都美 ナツミ		2		(大　江)		94		3				女Ｓ						4

				B		99		9905				坪倉		雅人		2		(網　野)		99		5				男Ｓ				0		7								B		94		9404				井淵 イブチ		沙希 サキ		2		(大　江)		94		4				女Ｓ						4

				B		99		9906				大賀 オオガ		瑠偉 ル イサム		1		(網　野)		99		6				男Ｓ				0		7								B		99		9901		33		吉岡		真歩 シン ホ		1		(網　野)		99		1				女Ｓ						3

				B		99		9907				河田 カワタ		龍弥 リュウ ヤ		1		(網　野)		99		7				男Ｓ				0		7								B		99		9902				安井 ヤス イ		星 ホシ		1		(網　野)		99		2				女Ｓ						3

				B		98		9801		28		木村		匠吾		2		(峰　山)		98		1				男Ｓ				0		5								B		99		9903				溝尻 ミゾ ジリ		香菜子 カナ コ		1		(網　野)		99		3				女Ｓ						3

				B		98		9802				小石原 コイシハラ		瑛人 エイ ヒト		1		(峰　山)		98		2				男Ｓ				0		5								B		89		8901				高階 タカシナ		美和 ミワ		1		(綾　部)		89		1				女Ｓ						1

				B		98		9803				荻野		千尋		2		(峰　山)		98		3				男Ｓ				0		5								A		55		5501		17		早田		夕莉		2		(すばる)		55		1				女Ｓ						9

				B		98		9804				川嶋		洋暁		2		(峰　山)		98		4				男Ｓ				0		5								A		55		5502		18		駒井		佑香		2		(すばる)		55		2				女Ｓ						9

				B		98		9805				中川 ナカガワ		綜一郎 ソウ イチロウ		1		(峰　山)		98		5				男Ｓ				0		5								A		55		5503				畑矢 ハタ ヤ		真穂 マホ		1		(すばる)		55		3				女Ｓ						9

				B		89		8901		19		藤田		丈翔 ジョウ ショウ		1		(綾　部)		89		1				男Ｓ				0		4								A		55		5504				渡邊		繭		1		(すばる)		55		4				女Ｓ						9

				B		89		8902				錦織		茂範		2		(綾　部)		89		2				男Ｓ				0		4								A		55		5505				寺前 テラマエ		亜美 アミ		1		(すばる)		55		5				女Ｓ						9

				B		89		8903				宮城 ミヤギ		明日斗 アス ト		1		(綾　部)		89		3				男Ｓ				0		4								A		55		5506				中村		朝美		1		(すばる)		55		6				女Ｓ						9

				B		89		8904				村上 ムラカミ		実哉斗 ジツ ヤ ト		1		(綾　部)		89		4				男Ｓ				0		4								A		55		5507				吉岡		実穂		1		(すばる)		55		7				女Ｓ						9

				B		90		9001		15		池田		開		1		(福知山)		90		1				男Ｓ				0		4								A		55		5508				福本 フクモト		鈴 スズ		1		(すばる)		55		8				女Ｓ						9

				B		90		9002				岡本 オカモト		優斗 ユウ ト		1		(福知山)		90		2				男Ｓ				0		4								A		55		5509				北村		たえ		1		(すばる)		55		9				女Ｓ						9

				B		90		9003				市村 イチムラ		リズム		1		(福知山)		90		3				男Ｓ				0		4								A		46		4601		1		牧野		玲子		2		(洛　東)		46		1		1		女Ｓ						8

				B		90		9004				馬場		敬人		1		(福知山)		90		4				男Ｓ				0		4								A		46		4602		7		粟田		梨歩		2		(洛　東)		46		2		1		女Ｓ						8

				B		91		9101		11		塩見		聖也		2		(工　業)		91		1				男Ｓ				0		4								A		46		4603		11		羽月		和代		2		(洛　東)		46		3				女Ｓ						8

				B		91		9102				阿部 アベ		勇輝 ユウ		2		(工　業)		91		2				男Ｓ				0		4								A		46		4604		24		近記		百香		1		(洛　東)		46		4				女Ｓ						8

				B		91		9103				中江 ナカエ		航汰 コウ タ		1		(工　業)		91		3				男Ｓ				0		4								A		46		4605		14		今西		梓		1		(洛　東)		46		5				女Ｓ						8

				B		91		9104				瀬野 セノ		魁夢 カイ ユメ		1		(工　業)		91		4				男Ｓ				0		4								A		46		4606		20		藤野		成美		2		(洛　東)		46		6				女Ｓ						8

				A		55		5501		23		髙橋		隼人		1		(すばる)		55		1				男Ｓ				0		28								A		46		4607				木下		美菜		1		(洛　東)		46		7				女Ｓ						8

				A		55		5502		21		對馬		淡		1		(すばる)		55		2				男Ｓ				0		28								A		46		4608				谷岡		美由紀		1		(洛　東)		46		8				女Ｓ						8

				A		55		5503				池田		雄翔		2		(すばる)		55		3				男Ｓ				0		28								A		52		5201		21		吉岡		玲奈		2		(桃　山)		52		1				女Ｓ						8

				A		55		5504		30		元木		翔		2		(すばる)		55		4		2		男Ｓ				0		28								A		52		5202		35		廣瀨		友唯		1		(桃　山)		52		2				女Ｓ						8

				A		55		5505				澤		主税		2		(すばる)		55		5				男Ｓ				0		28								A		52		5203				榎		光優		2		(桃　山)		52		3				女Ｓ						8

				A		55		5506				原田		朋幸		1		(すばる)		55		6				男Ｓ				0		28								A		52		5204				古田		明日香		2		(桃　山)		52		4				女Ｓ						8

				A		55		5507				山本		未来生		1		(すばる)		55		7				男Ｓ				0		28								A		52		5205				木村		優花		1		(桃　山)		52		5				女Ｓ						8

				A		55		5508				山田		聖哉		1		(すばる)		55		8				男Ｓ				0		28								A		52		5206				和久田 ワクダ		有紗 アリサ		1		(桃　山)		52		6				女Ｓ						8

				A		55		5509				中塚		悠斗		1		(すばる)		55		9				男Ｓ				0		28								A		52		5207				田中		沙也加		2		(桃　山)		52		7				女Ｓ						8

				A		55		5510				新田		大晃		2		(すばる)		55		10				男Ｓ				0		28								A		52		5208				石井		美優		1		(桃　山)		52		8				女Ｓ						8

				A		55		5511				廣岡		拓		2		(すばる)		55		11				男Ｓ				0		28								A		86		8601				金井		美のり		2		(京教附)		86		1				女Ｓ						8

				A		55		5512				清田		稜真		1		(すばる)		55		12				男Ｓ				0		28								A		86		8602				吉井		優花		2		(京教附)		86		2				女Ｓ						8

				A		55		5513				小松		誠矢		2		(すばる)		55		13				男Ｓ				0		28								A		86		8603				青木		まり子		1		(京教附)		86		3				女Ｓ						8

				A		55		5514				坂田		敦士		2		(すばる)		55		14				男Ｓ				0		28								A		86		8604				栗原		有希		1		(京教附)		86		4				女Ｓ						8

				A		55		5515				大段		一樹		1		(すばる)		55		15				男Ｓ				0		28								A		86		8605				植村		緑葉		2		(京教附)		86		5				女Ｓ						8

				A		55		5516				札葉		諒太		2		(すばる)		55		16				男Ｓ				0		28								A		86		8606				白石 シライシ		光 ヒカリ		2		(京教附)		86		6				女Ｓ						8

				A		55		5517				長井		亮成		1		(すばる)		55		17				男Ｓ				0		28								A		86		8607				林		美月		2		(京教附)		86		7				女Ｓ						8

				A		55		5518				寺谷		有生		2		(すばる)		55		18				男Ｓ				0		28								A		86		8608				山下 ヤマシタ		真由 マユ		1		(京教附)		86		8				女Ｓ						8

				A		55		5519				多羅尾		翔太		1		(すばる)		55		19				男Ｓ				0		28								A		47		4701		10		青木		友佳		2		(鳥　羽)		47		1				女Ｓ						7

				A		55		5520				梅村		勇輝 ユウ テル		1		(すばる)		55		20				男Ｓ				0		28								A		47		4702		12		酒井		のどか		2		(鳥　羽)		47		2				女Ｓ						7

				A		55		5521				足立		央歩		1		(すばる)		55		21				男Ｓ				0		28								A		47		4703		19		西村		京		2		(鳥　羽)		47		3				女Ｓ						7

				A		55		5522				井上		裕斗		2		(すばる)		55		22				男Ｓ				0		28								A		47		4704		34		後藤		美森		2		(鳥　羽)		47		4				女Ｓ						7

				A		55		5523				森本		司		2		(すばる)		55		23				男Ｓ				0		28								A		47		4705				森川		幸音		2		(鳥　羽)		47		5				女Ｓ						7

				A		55		5524				澤		翔太		2		(すばる)		55		24				男Ｓ				0		28								A		47		4706				北村		萌夏		2		(鳥　羽)		47		6				女Ｓ						7

				A		55		5525				中村		未来也		2		(すばる)		55		25				男Ｓ				0		28								A		47		4707				庄野 ショウノ		あかり		1		(鳥　羽)		47		7				女Ｓ						7

				A		55		5526				春木 ハルキ		美海 ビ ウミ		1		(すばる)		55		26				男Ｓ				0		28								A		64		6401		6		平川		麻耶		1		(西城陽)		64		1		1		女Ｓ						7

				A		55		5527				上島		利輝斗		2		(すばる)		55		27				男Ｓ				0		28								A		64		6402		31		東田		聖美		2		(西城陽)		64		2				女Ｓ						7

				A		55		5528				小畑 オバタ		拓摩 マ		1		(すばる)		55		28				男Ｓ				0		28								A		64		6403		8		寺下		倫佳		2		(西城陽)		64		3				女Ｓ						7

				A		52		5201		4		池上		正泰		2		(桃　山)		52		1				男Ｓ				0		23								A		64		6404				堀		沙矢香		2		(西城陽)		64		4				女Ｓ						7

				A		52		5202		31		高橋		昇平		2		(桃　山)		52		2				男Ｓ				0		23								A		64		6405				星野		愛日		2		(西城陽)		64		5				女Ｓ						7

				A		52		5203		9		池田		哲哉		2		(桃　山)		52		3				男Ｓ				0		23								A		64		6406				佐治		萌香		2		(西城陽)		64		6				女Ｓ						7

				A		52		5204		27		水上		誠也		2		(桃　山)		52		4				男Ｓ				0		23								A		64		6407				東野 ヒガシノ		愛 アイ		1		(西城陽)		64		7				女Ｓ						7

				A		52		5205		33		太田		雄大		1		(桃　山)		52		5				男Ｓ				0		23								A		49		4901		5		大澤		笑子		2		(北嵯峨)		49		1		1		女Ｓ						6

				A		52		5206		39		新谷		直生		1		(桃　山)		52		6				男Ｓ				0		23								A		49		4902				八木		望		1		(北嵯峨)		49		2				女Ｓ						6

				A		52		5207				井上		真吾		2		(桃　山)		52		7				男Ｓ				0		23								A		49		4903				山内		藍里		1		(北嵯峨)		49		3				女Ｓ						6

				A		52		5208				北村		幸昭		1		(桃　山)		52		8				男Ｓ				0		23								A		49		4904				上野		奈美		1		(北嵯峨)		49		4				女Ｓ						6

				A		52		5209				加藤		翔		2		(桃　山)		52		9				男Ｓ				0		23								A		49		4905				滝澤 タキザワ		純菜 ジュン ナ		1		(北嵯峨)		49		5				女Ｓ						6

				A		52		5210				林		登生		1		(桃　山)		52		10				男Ｓ				0		23								A		49		4906				植松		莉菜		2		(北嵯峨)		49		6				女Ｓ						6

				A		52		5211				廣瀬		楓馬		1		(桃　山)		52		11				男Ｓ				0		23								A		53		5301		3		西山		京姫		2		(東　稜)		53		1		1		女Ｓ						6

				A		52		5212				中村		友哉		2		(桃　山)		52		12				男Ｓ				0		23								A		53		5302		13		橋口		美優香		2		(東　稜)		53		2				女Ｓ						6

				A		52		5213				中川		高宏		1		(桃　山)		52		13				男Ｓ				0		23								A		53		5303		15		礒谷 イソ		日奈乃 ナ ダイ		1		(東　稜)		53		3				女Ｓ						6

				A		52		5214				八上		晃		1		(桃　山)		52		14				男Ｓ				0		23								A		53		5304				上原		夕夏		1		(東　稜)		53		4				女Ｓ						6

				A		52		5215				北脇 キタワキ		新大 シン ダイ		1		(桃　山)		52		15				男Ｓ				0		23								A		53		5305		40		遠藤		優華		1		(東　稜)		53		5				女Ｓ						6

				A		52		5216				清水		太一		1		(桃　山)		52		16				男Ｓ				0		23								A		53		5306				小山		菜月		1		(東　稜)		53		6				女Ｓ						6

				A		52		5217				花本		將伍		1		(桃　山)		52		17				男Ｓ				0		23								A		69		6901				小池		未夢		1		(木　津)		69		1				女Ｓ						6

				A		52		5218				丸山		万葉 マンヨウ		1		(桃　山)		52		18				男Ｓ				0		23								A		69		6902				三木		柚花		1		(木　津)		69		2				女Ｓ						6

				A		52		5219				竹内		廉		1		(桃　山)		52		19				男Ｓ				0		23								A		69		6903				森本 モリモト		真央 マオ		1		(木　津)		69		3				女Ｓ						6

				A		52		5220				簑		明伸		1		(桃　山)		52		20				男Ｓ				0		23								A		69		6904				有田		愛花		2		(木　津)		69		4				女Ｓ						6

				A		52		5221				森本		康太		2		(桃　山)		52		21				男Ｓ				0		23								A		69		6905				中西		楓		2		(木　津)		69		5				女Ｓ						6

				A		52		5222				鑓水		修欄		2		(桃　山)		52		22				男Ｓ				0		23								A		69		6906				谷口		茉友		2		(木　津)		69		6				女Ｓ						6

				A		52		5223				木村		凌也		2		(桃　山)		52		23				男Ｓ				0		23								A		79		7901		39		澤		彩香		1		(西　京)		79		1				女Ｓ						6

				A		64		6401		25		長村		瑞貴		2		(西城陽)		64		1				男Ｓ				0		17								A		79		7902		32		上田		望		2		(西　京)		79		2				女Ｓ						6

				A		64		6402		58		橋本		拓実		2		(西城陽)		64		2				男Ｓ				0		17								A		79		7903				宮崎		明子		1		(西　京)		79		3				女Ｓ						6

				A		64		6403				厚地		郁哉		2		(西城陽)		64		3				男Ｓ				0		17								A		79		7904				古川		歩美		2		(西　京)		79		4				女Ｓ						6

				A		64		6404				津村		淳		2		(西城陽)		64		4				男Ｓ				0		17								A		79		7905				浦野		彩香		2		(西　京)		79		5				女Ｓ						6

				A		64		6405				寺嶋		修平		2		(西城陽)		64		5				男Ｓ				0		17								A		79		7906				小石		奈央子		2		(西　京)		79		6				女Ｓ						6

				A		64		6406				生抜 イキ ヌキ		卓也 タクヤ		1		(西城陽)		64		6				男Ｓ				0		17								A		62		6201		9		安達		麻衣子		1		(莵　道)		62		1		1		女Ｓ						5

				A		64		6407				川内 カワウチ		大 ダイ		1		(西城陽)		64		7				男Ｓ				0		17								A		62		6202		36		倉谷		七菜		1		(莵　道)		62		2				女Ｓ						5

				A		64		6408				齊藤 サイトウ		至宝 シホウ		1		(西城陽)		64		8				男Ｓ				0		17								A		62		6203		26		川越		悠里		1		(莵　道)		62		3				女Ｓ						5

				A		64		6409				岡本 オカモト		樹弥 イツキ ヤ		1		(西城陽)		64		9				男Ｓ				0		17								A		62		6204				本上		舞香		1		(莵　道)		62		4				女Ｓ						5

				A		64		6410				脇坂 ワキサカ		敦彦 アツヒコ		1		(西城陽)		64		10				男Ｓ				0		17								A		62		6205				松村		望央		1		(莵　道)		62		5				女Ｓ						5

				A		64		6411				津村 ツムラ		聡大 ソウ ダイ		1		(西城陽)		64		11				男Ｓ				0		17								A		70		7001				高室		梨紗		2		(南　陽)		70		1				女Ｓ						5

				A		64		6412				志水 シミズ		優太 ユウタ		1		(西城陽)		64		12				男Ｓ				0		17								A		70		7002				木ノ上		莉那		1		(南　陽)		70		2				女Ｓ						5

				A		64		6413				沖 オキ		龍世 タツ ヨ		1		(西城陽)		64		13				男Ｓ				0		17								A		70		7003				村上		朋		2		(南　陽)		70		3				女Ｓ						5

				A		64		6414				伊藤 イトウ		徳希 トク マレ		1		(西城陽)		64		14				男Ｓ				0		17								A		70		7004				吉村		真衣		2		(南　陽)		70		4				女Ｓ						5

				A		64		6415				桝田		剛志		2		(西城陽)		64		15				男Ｓ				0		17								A		70		7005				信田 シノダ		恵里花 エリ ハナ		1		(南　陽)		70		5				女Ｓ						5

				A		64		6416				宮田		暉大		2		(西城陽)		64		16				男Ｓ				0		17								A		48		4801		4		北河		英美里		2		(嵯峨野)		48		1		1		女Ｓ						4

				A		64		6417				里村		成一		2		(西城陽)		64		17				男Ｓ				0		17								A		48		4802		2		千代		茜絵		2		(嵯峨野)		48		2		1		女Ｓ						4

				A		86		8601		42		平岡		響		2		(京教附)		86		1		2		男Ｓ				0		17								A		48		4803		38		阿部		綾花		1		(嵯峨野)		48		3				女Ｓ						4

				A		86		8602		56		鶴井		大夢		1		(京教附)		86		2				男Ｓ				0		17								A		48		4804				八束		菜々子		1		(嵯峨野)		48		4				女Ｓ						4

				A		86		8603				松原		潤		2		(京教附)		86		3				男Ｓ				0		17								A		44		4401				田中		美紅 ビ ベニ		2		(北　稜)		44		1				女Ｓ						3

				A		86		8604				三上		俊		2		(京教附)		86		4				男Ｓ				0		17								A		44		4402				坂井		里奈		2		(北　稜)		44		2				女Ｓ						3

				A		86		8605				大澤		瑛介		2		(京教附)		86		5				男Ｓ				0		17								A		44		4403				島崎		友里		1		(北　稜)		44		3				女Ｓ						3

				A		86		8606				八鳥 ハチ トリ		雅志 ミヤビ ココロザシ		1		(京教附)		86		6				男Ｓ				0		17								A		68		6801				中元		紗弓		2		(田　辺)		68		1				女Ｓ						3

				A		86		8607				松本 マツモト		光騎 ヒカル キ		1		(京教附)		86		7				男Ｓ				0		17								A		68		6802				高崎		南欧		1		(田　辺)		68		2				女Ｓ						3

				A		86		8608				岡本		笙 ショウ		1		(京教附)		86		8				男Ｓ				0		17								A		68		6803				加藤		楓子 フウコ		1		(田　辺)		68		3				女Ｓ						3

				A		86		8609				矢木 ヤギ		孝一 コウイチ		1		(京教附)		86		9				男Ｓ				0		17								A		51		5101		22		松本		美穂		2		(洛　西)		51		1				女Ｓ						2

				A		86		8610				前田 マエダ		将宏 スケヒロ		1		(京教附)		86		10				男Ｓ				0		17								A		51		5102		37		板崎		葵		2		(洛　西)		51		2				女Ｓ						2

				A		86		8611				坂本 サカモト		拓海 タクミ		1		(京教附)		86		11				男Ｓ				0		17								A		72		7201				岡本		咲紀		1		(亀　岡)		72		1				女Ｓ						2

				A		86		8612				二階堂 ニカイドウ		辰哉 タツ ヤ		1		(京教附)		86		12				男Ｓ				0		17								A		72		7202				射場		由穂		1		(亀　岡)		72		2				女Ｓ						2

				A		86		8613				徐 ジョ		崢宇 ジョウ ウ		1		(京教附)		86		13				男Ｓ				0		17								A		41		4101				木下		かお		1		(山　城)		41		1				女Ｓ						1

				A		86		8614				角田 カクタ		智哉 トモヤ		1		(京教附)		86		14				男Ｓ				0		17								A		50		5001				坂本		飛鳥		1		(　桂　)		50		1				女Ｓ						1

				A		86		8615				小田島 オダジマ		瑛司 エイ ツカサ		1		(京教附)		86		15				男Ｓ				0		17								A		54		5401				松本		美徳 トク		2		(洛　水)		54		1				女Ｓ						1

				A		86		8616				村上 ムラカミ		博信 ヒロノブ		1		(京教附)		86		16				男Ｓ				0		17								A		63		6301				東		瑞姫		1		(城　陽)		63		1				女Ｓ						1

				A		86		8617				村尾 ムラオ		海成 ウミ ナル		1		(京教附)		86		17				男Ｓ				0		17								A		65		6501				野村		茉樹		1		(京八幡)		65		1				女Ｓ						1

				A		47		4701		5		山根		伴哉		2		(鳥　羽)		47		1		2		男Ｓ				0		16								A		77		7701				能勢 ノセ		小弥加 ショウ ヤ カ		1		(洛陽工)		77		1				女Ｓ						1

				A		47		4702		38		星原		瑠		2		(鳥　羽)		47		2				男Ｓ				0		16

				A		47		4703				中川		大成 タイセイ		1		(鳥　羽)		47		3				男Ｓ				0		16

				A		47		4704				徳田 トクダ		祥吾 ショウゴ		1		(鳥　羽)		47		4				男Ｓ				0		16

				A		47		4705				小林　		友哉		2		(鳥　羽)		47		5				男Ｓ				0		16

				A		47		4706				梶原		蓮		2		(鳥　羽)		47		6				男Ｓ				0		16

				A		47		4707				下村 シモムラ		祐輝 テル		1		(鳥　羽)		47		7				男Ｓ				0		16

				A		47		4708				田村		拓望		2		(鳥　羽)		47		8				男Ｓ				0		16

				A		47		4709				向井 ムカイ		一馬 カズマ		1		(鳥　羽)		47		9				男Ｓ				0		16

				A		47		4710				高野 タカノ		奎太朗 ケイ タロウ		1		(鳥　羽)		47		10				男Ｓ				0		16

				A		47		4711				深田 フカダ		玲絢 レイ アヤ		1		(鳥　羽)		47		11				男Ｓ				0		16

				A		47		4712				上世 ウエ ヨ		怜央 レオ		1		(鳥　羽)		47		12				男Ｓ				0		16

				A		47		4713				内藤 ナイトウ		侑馬 ユウ ウマ		1		(鳥　羽)		47		13				男Ｓ				0		16

				A		47		4714				大浦 オオウラ		隆聖 タカシ ヒジリ		1		(鳥　羽)		47		14				男Ｓ				0		16

				A		47		4715				横谷 ヨコタニ		光佑 ミツスケ		1		(鳥　羽)		47		15				男Ｓ				0		16

				A		47		4716				國武 クニタケ		星佑 ホシ スケ		1		(鳥　羽)		47		16				男Ｓ				0		16

				A		70		7001		43		芦田		透真		2		(南　陽)		70		1				男Ｓ				0		16

				A		70		7002		61		門司 モジ		大雅 タイガ		1		(南　陽)		70		2				男Ｓ				0		16

				A		70		7003				山村 ヤマムラ		龍矢 タツ ヤ		1		(南　陽)		70		3				男Ｓ				0		16

				A		70		7004				福西		晃育		2		(南　陽)		70		4				男Ｓ				0		16

				A		70		7005				下玉		眞洋		1		(南　陽)		70		5				男Ｓ				0		16

				A		70		7006				古村		駿太		2		(南　陽)		70		6				男Ｓ				0		16

				A		70		7007				中谷		隆太		2		(南　陽)		70		7				男Ｓ				0		16

				A		70		7008				飯田		雄也		2		(南　陽)		70		8				男Ｓ				0		16

				A		70		7009				新井 アライ		康平 コウヘイ		1		(南　陽)		70		9				男Ｓ				0		16

				A		70		7010				守内		崇晴		2		(南　陽)		70		10				男Ｓ				0		16

				A		70		7011				三森 ミツモリ		颯太郎 ソウ タロウ		1		(南　陽)		70		11				男Ｓ				0		16

				A		70		7012				井坂 イサカ		匡史		1		(南　陽)		70		12				男Ｓ				0		16

				A		70		7013				橋本 ハシモト		蒼太 アオ タ		1		(南　陽)		70		13				男Ｓ				0		16

				A		70		7014				藤澤 フジサワ		遼平		1		(南　陽)		70		14				男Ｓ				0		16

				A		70		7015				松本 マツモト		幸大 サチ ダイ		1		(南　陽)		70		15				男Ｓ				0		16

				A		70		7016				田中 タナカ		優樹 ユウキ		1		(南　陽)		70		16				男Ｓ				0		16

				A		62		6201		32		岩本		舜平		2		(莵　道)		62		1				男Ｓ				0		13

				A		62		6202		59		岩﨑		勇登		1		(莵　道)		62		2				男Ｓ				0		13

				A		62		6203				吉田		典央		2		(莵　道)		62		3				男Ｓ				0		13

				A		62		6204				松田		大地		2		(莵　道)		62		4				男Ｓ				0		13

				A		62		6205				二家		涼平		1		(莵　道)		62		5				男Ｓ				0		13

				A		62		6206				加藤		隆太		2		(莵　道)		62		6				男Ｓ				0		13

				A		62		6207				藤田		大輔		2		(莵　道)		62		7				男Ｓ				0		13

				A		62		6208				山口		紋暉		2		(莵　道)		62		8				男Ｓ				0		13

				A		62		6209				清水 シミズ		壮 ソウ		1		(莵　道)		62		9				男Ｓ				0		13

				A		62		6210				伏見谷		翔哉		1		(莵　道)		62		10				男Ｓ				0		13

				A		62		6211				長野		大樹		2		(莵　道)		62		11				男Ｓ				0		13

				A		62		6212				荒堀		立志		2		(莵　道)		62		12				男Ｓ				0		13

				A		62		6213				岸 キシ		友規 トモキ		1		(莵　道)		62		13				男Ｓ				0		13

				A		58		5801		29		小野山		陸		2		(西乙訓)		58		1				男Ｓ				0		12

				A		58		5802		63		堀田		悠介		2		(西乙訓)		58		2				男Ｓ				0		12

				A		58		5803				山田		大樹		2		(西乙訓)		58		3				男Ｓ				0		12

				A		58		5804				川浪		瑞己		2		(西乙訓)		58		4				男Ｓ				0		12

				A		58		5805				今井		駿貴		1		(西乙訓)		58		5				男Ｓ				0		12

				A		58		5806				高橋		幸太郎		2		(西乙訓)		58		6				男Ｓ				0		12

				A		58		5807				藤井		悠斗		1		(西乙訓)		58		7				男Ｓ				0		12

				A		58		5808				佐野 サノ		俊介 シュンスケ		1		(西乙訓)		58		8				男Ｓ				0		12

				A		58		5809				田井		拓暉		2		(西乙訓)		58		9				男Ｓ				0		12

				A		58		5810				伊東 イトウ		弘平 コウ ヘイ		1		(西乙訓)		58		10				男Ｓ				0		12

				A		58		5811				中村		直也		1		(西乙訓)		58		11				男Ｓ				0		12

				A		58		5812				大平		拓実		1		(西乙訓)		58		12				男Ｓ				0		12

				A		46		4601		1		松田　		遼平		2		(洛　東)		46		1		1		男Ｓ				0		11

				A		46		4602		2		辻		翔太		2		(洛　東)		46		2		2		男Ｓ				0		11

				A		46		4603		12		宮前		卓哉		1		(洛　東)		46		3				男Ｓ				0		11

				A		46		4604		6		小川		侑希		1		(洛　東)		46		4				男Ｓ				0		11

				A		46		4605		22		櫻井		純平		1		(洛　東)		46		5		2		男Ｓ				0		11

				A		46		4606		24		川邉		拓実		2		(洛　東)		46		6				男Ｓ				0		11

				A		46		4607		40		土屋		方信		1		(洛　東)		46		7				男Ｓ				0		11

				A		46		4608		14		髙橋		哲崚		1		(洛　東)		46		8				男Ｓ				0		11

				A		46		4609		13		家垣		悠都		1		(洛　東)		46		9				男Ｓ				0		11

				A		46		4610		36		小林		舜		1		(洛　東)		46		10				男Ｓ				0		11

				A		46		4611		10		窪田		祥也		1		(洛　東)		46		11		2		男Ｓ				0		11

				A		48		4801		3		岸田		拓也		2		(嵯峨野)		48		1		1		男Ｓ				0		11

				A		48		4802		20		栗林		志恩		2		(嵯峨野)		48		2				男Ｓ				0		11

				A		48		4803				中島		靖哉		2		(嵯峨野)		48		3				男Ｓ				0		11

				A		48		4804				樋口		聡文		2		(嵯峨野)		48		4				男Ｓ				0		11

				A		48		4805				吉田		結		1		(嵯峨野)		48		5				男Ｓ				0		11

				A		48		4806				塩見		悠一郎		2		(嵯峨野)		48		6				男Ｓ				0		11

				A		48		4807				宮下 ミヤシタ		昌也 マサヤ		1		(嵯峨野)		48		7				男Ｓ				0		11

				A		48		4808				渡邉 ワタナベ		悠太郎 ユウタロウ		1		(嵯峨野)		48		8				男Ｓ				0		11

				A		48		4809				宮崎		一心		2		(嵯峨野)		48		9				男Ｓ				0		11

				A		48		4810				世古		開丸		2		(嵯峨野)		48		10				男Ｓ				0		11

				A		48		4811				山本		逸人		2		(嵯峨野)		48		11				男Ｓ				0		11

				A		51		5101		18		高橋		志昌		2		(洛　西)		51		1				男Ｓ				0		11

				A		51		5102		53		大山		竜平		2		(洛　西)		51		2				男Ｓ				0		11

				A		51		5103				荻野		湧真		2		(洛　西)		51		3				男Ｓ				0		11

				A		51		5104				城戸 キド		皓貴 コウ キ		1		(洛　西)		51		4				男Ｓ				0		11

				A		51		5105				關		柊成		1		(洛　西)		51		5				男Ｓ				0		11

				A		51		5106				關		琉成		1		(洛　西)		51		6				男Ｓ				0		11

				A		51		5107				掛谷		尚史		1		(洛　西)		51		7				男Ｓ				0		11

				A		51		5108				嚴嶋 イワオ シマ		圭祐 ケイスケ		1		(洛　西)		51		8				男Ｓ				0		11

				A		51		5109				大内		隼		1		(洛　西)		51		9				男Ｓ				0		11

				A		51		5110				谷森		大地		1		(洛　西)		51		10				男Ｓ				0		11

				A		51		5111				奥野		楓也		2		(洛　西)		51		11				男Ｓ				0		11

				A		63		6301		26		安倍		優貴		2		(城　陽)		63		1		2		男Ｓ				0		10

				A		63		6302		57		川端		琉斗		1		(城　陽)		63		2				男Ｓ				0		10

				A		63		6303				森本 モリモト		健仁 ケン ジン		1		(城　陽)		63		3				男Ｓ				0		10

				A		63		6304				鈴木		公平		2		(城　陽)		63		4				男Ｓ				0		10

				A		63		6305				大川		竜也		1		(城　陽)		63		5				男Ｓ				0		10

				A		63		6306				前野		裕史		2		(城　陽)		63		6				男Ｓ				0		10

				A		63		6307				中島		拓海		2		(城　陽)		63		7				男Ｓ				0		10

				A		63		6308				京田 キョウ タ		尚樹 ナオキ		1		(城　陽)		63		8				男Ｓ				0		10

				A		63		6309				高橋		成那		2		(城　陽)		63		9				男Ｓ				0		10

				A		63		6310				枌谷 ブン タニ		大輝		1		(城　陽)		63		10				男Ｓ				0		10

				A		49		4901		52		曽根		巧		2		(北嵯峨)		49		1				男Ｓ				0		9

				A		49		4902		55		奥田		龍		1		(北嵯峨)		49		2				男Ｓ				0		9

				A		49		4903		92		西村		秀平		1		(北嵯峨)		49		3				男Ｓ				0		9

				A		49		4904		83		市川		裕大		1		(北嵯峨)		49		4				男Ｓ				0		9

				A		49		4905				齋藤		元樹		2		(北嵯峨)		49		5				男Ｓ				0		9

				A		49		4906				𡈽		智紀		2		(北嵯峨)		49		6				男Ｓ				0		9

				A		49		4907				浅井		佑嗣		2		(北嵯峨)		49		7				男Ｓ				0		9

				A		49		4908				小林		拓磨		2		(北嵯峨)		49		8				男Ｓ				0		9

				A		49		4909				森下		真活		1		(北嵯峨)		49		9				男Ｓ				0		9

				A		68		6801		35		粂野		風海		2		(田　辺)		68		1				男Ｓ				0		9

				A		68		6802		64		植田		耀介		2		(田　辺)		68		2				男Ｓ				0		9

				A		68		6803				米沢 ヨネザワ		颯真 ソウ シン		1		(田　辺)		68		3				男Ｓ				0		9

				A		68		6804				田中 タナカ		智章 トモアキ		1		(田　辺)		68		4				男Ｓ				0		9

				A		68		6805				森 モリ		智輝 トモテル		1		(田　辺)		68		5				男Ｓ				0		9

				A		68		6806				成光 ナリミツ		智哉		1		(田　辺)		68		6				男Ｓ				0		9

				A		68		6807				小松 コマツ		大悟 ダイゴ		1		(田　辺)		68		7				男Ｓ				0		9

				A		68		6808				加本 カモト		真之 マサユキ		1		(田　辺)		68		8				男Ｓ				0		9

				A		68		6809				松浦		遥希 ハルカ マレ		1		(田　辺)		68		9				男Ｓ				0		9

				A		41		4101		7		嶋木		祐介		2		(山　城)		41		1				男Ｓ				0		8

				A		41		4102		17		吉田		直矢		2		(山　城)		41		2				男Ｓ				0		8

				A		41		4103				田辺		暖柊		1		(山　城)		41		3				男Ｓ				0		8

				A		41		4104				詫間		一生		2		(山　城)		41		4				男Ｓ				0		8

				A		41		4105				諸道		昂佑		1		(山　城)		41		5				男Ｓ				0		8

				A		41		4106				木村		光佑		1		(山　城)		41		6				男Ｓ				0		8

				A		41		4107				高橋		直樹		1		(山　城)		41		7				男Ｓ				0		8

				A		41		4108				柴田		卓磨		1		(山　城)		41		8				男Ｓ				0		8

				A		54		5401		49		髙屋		仁里		2		(洛　水)		54		1				男Ｓ				0		8

				A		54		5402				小河		駿平		1		(洛　水)		54		2				男Ｓ				0		8

				A		54		5403				渡邉 ワタナベ		優友 ユウ トモ		2		(洛　水)		54		3				男Ｓ				0		8

				A		54		5404				加藤		圭佑		1		(洛　水)		54		4				男Ｓ				0		8

				A		54		5405				内井 ウチイ		智基 トモ モト		1		(洛　水)		54		5				男Ｓ				0		8

				A		54		5406				橋本 ハシモト		智久 トモヒサ		2		(洛　水)		54		6				男Ｓ				0		8

				A		54		5407				是永		悠太		2		(洛　水)		54		7				男Ｓ				0		8

				A		54		5408				新谷		龍史 タツ シ		1		(洛　水)		54		8				男Ｓ				0		8

				A		77		7701		37		久田 ヒサダ		匠 タクミ		1		(洛陽工)		77		1				男Ｓ				0		8

				A		77		7702				日下部 クサカベ		宙樹 ソラ キ		1		(洛陽工)		77		2				男Ｓ				0		8

				A		77		7703				塗師 ヌリシ		歩高 ホ タカ		1		(洛陽工)		77		3				男Ｓ				0		8

				A		77		7704				石井		優輝		2		(洛陽工)		77		4				男Ｓ				0		8

				A		77		7705				永谷		龍吾		2		(洛陽工)		77		5				男Ｓ				0		8

				A		77		7706				田名部		哲		2		(洛陽工)		77		6				男Ｓ				0		8

				A		77		7707				小西		祐志		2		(洛陽工)		77		7				男Ｓ				0		8

				A		77		7708				高山 タカヤマ		優生 ユウセイ		1		(洛陽工)		77		8				男Ｓ				0		8

				A		79		7901		16		畑野		亮		2		(西　京)		79		1				男Ｓ				0		8

				A		79		7902				有村		親之介		2		(西　京)		79		2				男Ｓ				0		8

				A		79		7903				河合		柳人		2		(西　京)		79		3				男Ｓ				0		8

				A		79		7904				大谷		寛和		1		(西　京)		79		4				男Ｓ				0		8

				A		79		7905				横谷		純一		1		(西　京)		79		5				男Ｓ				0		8

				A		79		7906				大島 オオシマ		壮太郎 ソウタロウ		1		(西　京)		79		6				男Ｓ				0		8

				A		79		7907				小西		健太 ケンタ		1		(西　京)		79		7				男Ｓ				0		8

				A		79		7908				山下 ヤマシタ		守 マモル		1		(西　京)		79		8				男Ｓ				0		8

				A		53		5301		60		沼田		大輝		1		(東　稜)		53		1				男Ｓ				0		7

				A		53		5302		62		江口		大輝		2		(東　稜)		53		2				男Ｓ				0		7

				A		53		5303				阪本		勇太		1		(東　稜)		53		3				男Ｓ				0		7

				A		53		5304				奥村		幸亮		1		(東　稜)		53		4				男Ｓ				0		7

				A		53		5305				福田		圭佑		2		(東　稜)		53		5				男Ｓ				0		7

				A		53		5306				粟津		翔太		2		(東　稜)		53		6				男Ｓ				0		7

				A		53		5307				川内 カワウチ		大地		1		(東　稜)		53		7				男Ｓ				0		7

				A		69		6901		44		樽岡		勇人		2		(木　津)		69		1				男Ｓ				0		7

				A		69		6902				橋口		和人		2		(木　津)		69		2				男Ｓ				0		7

				A		69		6903				高山 タカヤマ		俊 シュン		1		(木　津)		69		3				男Ｓ				0		7

				A		69		6904				舘		智也		1		(木　津)		69		4				男Ｓ				0		7

				A		69		6905				嘉 ヨシミ		崇司郎 タカシ ツカサ ロウ		1		(木　津)		69		5				男Ｓ				0		7

				A		69		6906				福田		晃大 コウダイ		1		(木　津)		69		6				男Ｓ				0		7

				A		69		6907				水本 ミズモト		海羅 カイ ラ		1		(木　津)		69		7				男Ｓ				0		7

				A		44		4401		51		安井		亮太朗		1		(北　稜)		44		1				男Ｓ				0		6

				A		44		4402				田中		友也		2		(北　稜)		44		2				男Ｓ				0		6

				A		44		4403				山田		仁		1		(北　稜)		44		3				男Ｓ				0		6

				A		44		4404				吉岡		知輝		1		(北　稜)		44		4				男Ｓ				0		6

				A		44		4405				吉田		圭佑 ケイスケ		1		(北　稜)		44		5				男Ｓ				0		6

				A		44		4406				中村		寛樹		2		(北　稜)		44		6				男Ｓ				0		6

				A		73		7301		41		川勝		武		2		(南　丹)		73		1				男Ｓ				0		6

				A		73		7302				清水		純		2		(南　丹)		73		2				男Ｓ				0		6

				A		73		7303				山口		創		1		(南　丹)		73		3				男Ｓ				0		6

				A		73		7304				辻井 ツジイ		風雅 フウガ		1		(南　丹)		73		4				男Ｓ				0		6

				A		73		7305				髙見		成彦		1		(南　丹)		73		5				男Ｓ				0		6

				A		73		7306				駒水		乃樹		1		(南　丹)		73		6				男Ｓ				0		6

				A		72		7201		47		中山		裕葵		1		(亀　岡)		72		1				男Ｓ				0		5

				A		72		7202				日下		慶柾		2		(亀　岡)		72		2				男Ｓ				0		5

				A		72		7203				湯浅 ユアサ		純哉 ジュン ヤ		1		(亀　岡)		72		3				男Ｓ				0		5

				A		72		7204				虻川 アブカワ		晶俊 アキラ シュン		1		(亀　岡)		72		4				男Ｓ				0		5

				A		72		7205				荒川 アラカワ		涼 リョウ		2		(亀　岡)		72		5				男Ｓ				0		5

				A		57		5701		46		森本 モリモト		健太 ケンタ		1		(乙　訓)		57		1				男Ｓ				0		4

				A		57		5702				井上 イノウエ		龍太郎 リュウタロウ		1		(乙　訓)		57		2				男Ｓ				0		4

				A		57		5703				岡本 オカモト		豪太 ゴウ タ		1		(乙　訓)		57		3				男Ｓ				0		4

				A		57		5704				松本 マツモト		和		1		(乙　訓)		57		4				男Ｓ				0		4

				A		78		7801		54		田中		直人		1		(伏見工)		78		1				男Ｓ				0		3

				A		78		7802				坂口 サカグチ		順彦 ジュン ヒコ		1		(伏見工)		78		2				男Ｓ				0		3

				A		78		7803				相良 サガラ		一輝		1		(伏見工)		78		3				男Ｓ				0		3

				A		83		8301		50		中西		郁人		2		(紫　野)		83		1		2		男Ｓ				0		3

				A		83		8302				安井		優騎		1		(紫　野)		83		2				男Ｓ				0		3

				A		83		8303				田村		圭吾 ケイゴ		1		(紫　野)		83		3				男Ｓ				0		3

				A		50		5001				四方		友博		1		(　桂　)		50		1				男Ｓ				0		2

				A		50		5002				吉岡		公平		1		(　桂　)		50		2				男Ｓ				0		2

				A		56		5601				小山 コヤマ		巧 タクミ		2		(向　陽) ムカイ ヨウ		56		1				男Ｓ				0		2

				A		56		5602				森本 モリモト		達也 タツヤ		1		(向　陽) ムカイ ヨウ		56		2				男Ｓ				0		2

				A		65		6501		45		寳谷 ホウタニ		虎太 トラ タ		2		(京八幡) キョウ ヤワタ		65		1				男Ｓ				0		2

				A		65		6502				宮川 ミヤガワ		直也		2		(京八幡) キョウ ヤワタ		65		2				男Ｓ				0		2

				A		71		7101				黒川		拓馬		1		(北桑田)		71		1				男Ｓ				0		2

				A		71		7102				小東		泰士		1		(北桑田)		71		2				男Ｓ				0		2













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学校名

		学校Code ガッコウ		学校名 ガッコウ メイ						学校Code ガッコウ		学校名 ガッコウ メイ

		241		山城						241		山城

		242		鴨沂						242		鴨沂

		243		洛北 ラクホク						243		洛北 ラクホク

		244		北稜						244		北稜

		245		朱雀 スザク						245		朱雀 スザク

		246		洛東						246		洛東

		247		鳥羽						247		鳥羽

		248		嵯峨野						248		嵯峨野

		249		北嵯峨						249		北嵯峨

		250		桂						250		桂

		251		洛西						251		洛西

		252		桃山						252		桃山

		253		東稜 トウ リョウ						253		東稜 トウ リョウ

		254		洛水 ラク スイ						254		洛水 ラク スイ

		255		京都すばる キョウト						255		京都すばる キョウト

		256		向陽						256		向陽

		257		乙訓 オトクニ						257		乙訓 オトクニ

		258		西乙訓						258		西乙訓

		259		城南菱創 ヒシ キズ						259		城南菱創 ヒシ キズ

		260		東宇治 ヒガシ ウジ						260		東宇治 ヒガシ ウジ

		261		西宇治 ニシ ウジ						261		西宇治 ニシ ウジ

		262		莵道						262		莵道

		263		城陽 ジョウヨウ						263		城陽 ジョウヨウ

		264		西城陽						264		西城陽

		265		京都八幡 キョウト						265		京都八幡 キョウト

		266								266

		267		久御山 クミヤマ						267		久御山 クミヤマ

		268		田辺 タナベ						268		田辺 タナベ

		269		木津						269		木津

		270		南陽						270		南陽

		271		北桑田						271		北桑田

		272		亀岡						272		亀岡

		273		南丹						273		南丹

		274		園部 ソノベ						274		園部 ソノベ

		275		農芸						275		農芸

		276		須知 ス チ						276		須知 ス チ

		277		洛陽工業						277		洛陽工業

		278		伏見工業 フシミ コウギョウ						278		伏見工業 フシミ コウギョウ

		279		西京						279		西京

		280		銅駝美術 ドウ ラクダ ビジュツ						280		銅駝美術 ドウ ラクダ ビジュツ

		281		堀川 ホリカワ						281		堀川 ホリカワ

		282		日吉ヶ丘						282		日吉ヶ丘

		283		紫野						283		紫野

		284		塔南 トウ ミナミ						284		塔南 トウ ミナミ

		285		聾 ロウ						285		聾 ロウ

		286		教育大附 キョウイクダイ フ						286		教育大附 キョウイクダイ フ

		288		向ヶ丘養 ムコウガオカ ヨウ						288		向ヶ丘養 ムコウガオカ ヨウ

		289		綾部						289		綾部

		290		福知山						290		福知山

		291		府立工業						291		府立工業

		292		東舞鶴						292		東舞鶴

		293		西舞鶴						293		西舞鶴		stop

		294		大江						294		大江

		295		宮津						295		宮津

		296		海洋						296		海洋

		297		加悦谷						297		加悦谷

		298		峰山						298		峰山

		299		網野						299		網野

		300		久美浜						300		久美浜

		301		峰山弥栄						301		峰山弥栄





男子名簿

				コード		名前				学年		学校		性		校内順位		免除		男女		人数		男女コード		人数の計算式 ニンズウ ケイサン シキ

				106		弓削		駿矢汰		2		(東　山)		1		6		2		男Ｓ		12		0		ERROR:#N/A																						106		41		4101		41

				212		渋谷 シブヤ		隼都 ミヤコ		1		(平　安)		2		12		2		男Ｓ		13		0		ERROR:#N/A																						212		41		4102		12

				302		小嶋		健太郎		1		(洛　南)		3		2		2		男Ｓ		11		0		ERROR:#N/A																						302		41		4103

				402		小川		聡太		2		(同志社)		4		2		2		男Ｓ		13		0		ERROR:#N/A																						402		41		4104

				403		須鎗		裕次郎		2		(同志社)		4		3		2		男Ｓ		13		0		ERROR:#N/A																						403		41		4105		26

				503		山本		章悟		1		(立命館)		5		3		2		男Ｓ		8		0		ERROR:#N/A																						503		41		4106

				504		清水		勇揮		1		(立命館)		5		4		2		男Ｓ		8		0		ERROR:#N/A																						504		41		4107

				806		竹村		幸太		1		(京学園)		8		6		2		男Ｓ		16		0		ERROR:#N/A																						806		41		4108

				807		井上		広陸		2		(京学園)		8		7		2		男Ｓ		16		0		ERROR:#N/A																						807		42		4201		34

				809		目片		鴻佑		1		(京学園)		8		9		2		男Ｓ		16		0		ERROR:#N/A																						809		42		4202		60

				1001		霧嶋		光希		2		(花　園)		10		1		2		男Ｓ		7		0		ERROR:#N/A																						1001		42		4203

				1002		金子 カネコ		眞太郎 シンタロウ		1		(花　園)		10		2		2		男Ｓ		7		0		ERROR:#N/A																						1002		42		4204

				1401		坂井 サカイ		大介 ダイスケ		1		(京成章)		14		1		2		男Ｓ		6		0		ERROR:#N/A																						1401		42		4205

				2702		辻		堅太		1		(洛陽総)		27		2		2		男Ｓ		12		0		ERROR:#N/A																						2702		42		4206

				2703		平連		楓真		1		(洛陽総)		27		3		2		男Ｓ		12		0		ERROR:#N/A																						2703		42		4207

				4101		田辺		暖柊		2		(山　城)		41		1				男Ｓ		10		0		8																						4101		42		4208

				4101		田辺		暖柊		2		(山　城)		41		1		2		男Ｓ		10		0		8																						4101		42		4209

				4102		安田		哲朗		1		(山　城)		41		2				男Ｓ		10		0		8																						4102		44		4401		6

				4103		高橋		直樹		2		(山　城)		41		3				男Ｓ		10		0		8																						4103		44		4402

				4104		大八木		涼介		1		(山　城)		41		4				男Ｓ		10		0		8																						4104		44		4403

				4105		柴田		卓磨		2		(山　城)		41		5				男Ｓ		10		0		8																						4105		44		4404

				4106		木村		光佑		2		(山　城)		41		6				男Ｓ		10		0		8																						4106		44		4405

				4107		高垣		皓一		1		(山　城)		41		7				男Ｓ		10		0		8																						4107		44		4406

				4108		西村		誓太		1		(山　城)		41		8				男Ｓ		10		0		8																						4108		45		4501		46

				4109		松木		温寛		1		(山　城)		41		9				男Ｓ		10		0		8																						4109		45		4502		57

				4110		竹内		映人		1		(山　城)		41		10				男Ｓ		10		0		8																						4110		45		4503

				4401		北野 キタノ		雄大 ユウダイ		1		(北　稜)		44		1				男Ｓ		7		0		6																						4401		45		4504

				4401		北野 キタノ		雄大 ユウダイ		1		(北　稜)		44		1		2		男Ｓ		7		0		6																						4401		45		4505

				4402		山田		達巳 タツミ		1		(北　稜)		44		2				男Ｓ		7		0		6																						4402		45		4506

				4403		安井		亮太朗		2		(北　稜)		44		3				男Ｓ		7		0		6																						4403		46		4601		5

				4404		峯村 ミネムラ		裕大 ユウ ダイ		1		(北　稜)		44		4				男Ｓ		7		0		6																						4404		46		4602		2

				4405		吉岡		知輝		2		(北　稜)		44		5				男Ｓ		7		0		6																						4405		46		4603		8

				4406		山田		仁		2		(北　稜)		44		6				男Ｓ		7		0		6																						4406		46		4604		22

				4407		松井 マツイ		士龍 シ リュウ		1		(北　稜)		44		7				男Ｓ		7		0		6																						4407		46		4605

				4501		吹田		耀星		1		(朱　雀)		45		1				男Ｓ		3		0		0																						4501		46		4606		30

				4502		石原		孝浩		1		(朱　雀)		45		1				男Ｓ		3		0		0																						4501		47		4701		18

				4503		森津		恭優		1		(朱　雀)		45		1				男Ｓ		3		0		0																						4501		47		4702		14

				4601		宮前		卓哉		2		(洛　東)		46		1				男Ｓ		15		0		11																						4601		47		4703

								卓哉		2		(洛　東)		46		1		1		男Ｓ		15		0		11																						4601		47		4704		64

				4602		土屋		方信		2		(洛　東)		46		2				男Ｓ		15		0		11																						4602		47		4705

				4603		小川		侑希 キ		2		(洛　東)		46		3				男Ｓ		15		0		11																						4603		47		4706

								侑希 キ		2		(洛　東)		46		3		1		男Ｓ		15		0		11																						4603		47		4707

				4604		小原		和己		1		(洛　東)		46		4				男Ｓ		15		0		11																						4604		47		4708

								和己		1		(洛　東)		46		4		2		男Ｓ		15		0		11																						4604		47		4709

				4605		髙橋		哲崚		2		(洛　東)		46		5				男Ｓ		15		0		11																						4605		47		4710

								哲崚		2		(洛　東)		46		5		1		男Ｓ		15		0		11																						4605		47		4711

				4606		中嶋		宥友		1		(洛　東)		46		6				男Ｓ		15		0		11																						4606		47		4712

								宥友		1		(洛　東)		46		6		2		男Ｓ		15		0		11																						4606		48		4801		33

				4607		谷口		雄紀		1		(洛　東)		46		7				男Ｓ		15		0		11																						4607		48		4802		50

								雄紀		1		(洛　東)		46		7		1		男Ｓ		15		0		11																						4607		48		4803

				4608		窪田		祥也		2		(洛　東)		46		8				男Ｓ		15		0		11																						4608		48		4804

								祥也		2		(洛　東)		46		8		1		男Ｓ		15		0		11																						4608		48		4805

				4609		小林		舜		2		(洛　東)		46		9				男Ｓ		15		0		11																						4609		48		4806

				4610		來海		智哉		1		(洛　東)		46		10				男Ｓ		15		0		11																						4610		48		4807

								智哉		1		(洛　東)		46		10		2		男Ｓ		15		0		11																						4610		48		4808

								健太		1		(洛　東)		46		11				男Ｓ		15		0		11																						4611		48		4809

				4611		小寺		健太		1		(洛　東)		46		11		2		男Ｓ		15		0		11																						4611		49		4901		21

				4612		塩田		諄輔		1		(洛　東)		46		12				男Ｓ		15		0		11																						4612		49		4902		54

				4613		佐々木		升也		1		(洛　東)		46		13				男Ｓ		15		0		11																						4613		49		4903		39

				4614		橋元		大貴		1		(洛　東)		46		14				男Ｓ		15		0		11																						4614		49		4904

				4615		登		康彦		1		(洛　東)		46		15				男Ｓ		15		0		11																						4615		49		4905

				4701		中川		大成		2		(鳥　羽)		47		1				男Ｓ		20		0		16																						4701		49		4906

								大成		2		(鳥　羽)		47		1		1		男Ｓ		20		0		16																						4701		49		4907

				4702		徳田		祥吾		2		(鳥　羽)		47		2				男Ｓ		20		0		16																						4702

				4703		下村		祐輝 テル		2		(鳥　羽)		47		3				男Ｓ		20		0		16																						4703

								祐輝 テル		2		(鳥　羽)		47		3		2		男Ｓ		20		0		16																						4703

				4704		伊藤		頼人		1		(鳥　羽)		47		4				男Ｓ		20		0		16																						4704

				4705		小林		竜人		1		(鳥　羽)		47		5				男Ｓ		20		0		16																						4705		49		4908

				4706		上世		怜央		2		(鳥　羽)		47		6				男Ｓ		20		0		16																						4706		49		4909

				4707		向井		一馬		2		(鳥　羽)		47		7				男Ｓ		20		0		16																						4707		49		4910

				4708		高野		奎太朗		2		(鳥　羽)		47		8				男Ｓ		20		0		16																						4708		49		4911

				4709		田村		全臣 ゼン オミ		1		(鳥　羽)		47		9				男Ｓ		20		0		16																						4709		49		4912

				4710		髙島		和起		1		(鳥　羽)		47		10				男Ｓ		20		0		16																						4710		50		5001		40

				4711		深田		玲絢		2		(鳥　羽)		47		11				男Ｓ		20		0		16																						4711		50		5002		51

				4712		内藤		侑馬		2		(鳥　羽)		47		12				男Ｓ		20		0		16																						4712		50		5003

				4713		大浦		隆聖		2		(鳥　羽)		47		13				男Ｓ		20		0		16																						4713		50		5004

				4714		國武		星佑		2		(鳥　羽)		47		14				男Ｓ		20		0		16																						4714		50		5005

				4715		横谷		光祐		2		(鳥　羽)		47		15				男Ｓ		20		0		16																						4715		50		5006

				4716		中村		圭汰		1		(鳥　羽)		47		16				男Ｓ		20		0		16																						4716		50		5007

				4717		廣		一真 カズマ		1		(鳥　羽)		47		17				男Ｓ		20		0		16																						4717		50		5008

				4718		宮垣 ミヤガキ		健太朗 ケンタロウ		1		(鳥　羽)		47		18				男Ｓ		20		0		16																						4718		51		5101		1

				4719		神田 カンダ		辰明 タツアキ		1		(鳥　羽)		47		19				男Ｓ		20		0		16																						4719		51		5102

				4720		森本		貴久 タカヒサ		1		(鳥　羽)		47		20				男Ｓ		20		0		16																						4720		51		5103		59

				4801		牧田		莞司		1		(嵯峨野)		48		1				男Ｓ		10		0		11																						4801		51		5104

				4801		牧田		莞司		1		(嵯峨野)		48		1		1		男Ｓ		10		0		11																						4801		51		5105

				4802		吉田		結		2		(嵯峨野)		48		2				男Ｓ		10		0		11																						4802		52		5201		38

				4803		宮下		昌也		2		(嵯峨野)		48		3				男Ｓ		10		0		11																						4803		52		5202

				4804		太田		一晴 イッセイ		1		(嵯峨野)		48		4				男Ｓ		10		0		11																						4804		52		5203		48

				4805		八田		謙進 ケン スス		1		(嵯峨野)		48		5				男Ｓ		10		0		11																						4805		52		5204		42

				4806		渡邉		悠太郎		2		(嵯峨野)		48		6				男Ｓ		10		0		11																						4806		52		5205

				4807		清水		蒼太 アオ ブト		1		(嵯峨野)		48		7				男Ｓ		10		0		11																						4807		52		5206

				4808		小西 コニシ		信和 ノブカズ		1		(嵯峨野)		48		8				男Ｓ		10		0		11																						4808		52		5207

				4809		藤仲 フジナカ		崚平 リョウ ヘイ		1		(嵯峨野)		48		9				男Ｓ		10		0		11																						4809		52		5208

				4810		小椋 オグラ		裕貴 ユウキ		1		(嵯峨野)		48		10				男Ｓ		10		0		11																						4810		52		5209

				4901		西村		秀平		2		(北嵯峨)		49		1				男Ｓ		7		0		9																						4901

				4901		西村		秀平		2		(北嵯峨)		49		1		2		男Ｓ		7		0		9																						4901		52		5210

				4902		西川		匠		1		(北嵯峨)		49		2				男Ｓ		7		0		9																						4902		52		5211

				4903		市川		裕大		2		(北嵯峨)		49		3				男Ｓ		7		0		9																						4903		52		5212

				4904		奥田		龍		2		(北嵯峨)		49		4				男Ｓ		7		0		9																						4904		52		5213

				4905		中井		涼矢		1		(北嵯峨)		49		5				男Ｓ		7		0		9																						4905		53		5301		49

				4906		岡本 オカモト		悠樹 ユウキ		1		(北嵯峨)		49		6				男Ｓ		7		0		9																						4906		53		5302

				4907		森下		真活 シン カツ		2		(北嵯峨)		49		7				男Ｓ		7		0		9																						4907		53		5303

				5001		四方		友博		2		(　桂　)		50		1				男Ｓ		2		0		2																						5001		53		5304

				5002		吉岡		公平		2		(　桂　)		50		2				男Ｓ		2		0		2																						5002		55		5501		45

				5101		大内		隼		2		(洛　西)		51		1				男Ｓ		6		0		11																						5101		55		5502		55

				5102		丸山		高史		1		(洛　西)		51		2				男Ｓ		6		0		11																						5102		55		5503

				5103		川上		颯		1		(洛　西)		51		3				男Ｓ		6		0		11																						5103		55		5504

				5104		奥野		裕貴		1		(洛　西)		51		4				男Ｓ		6		0		11																						5104		55		5505

				5105		福井		基世		1		(洛　西)		51		5				男Ｓ		6		0		11																						5105		55		5506

				5106		山本		将貴 ショウ タカ		1		(洛　西)		51		6				男Ｓ		6		0		11																						5106		55		5507

				5201		新谷		直生		2		(桃　山)		52		1				男Ｓ		32		0		23																						5201		55		5508

								直生		2		(桃　山)		52		1		1		男Ｓ		32		0		23																						5201		55		5509

								雄大		2		(桃　山)		52		2				男Ｓ		32		0		23																						5202		55		5510

				5202		太田		雄大		2		(桃　山)		52		2		1		男Ｓ		32		0		23																						5202		56		5601		53

				5203		北村		幸昭		2		(桃　山)		52		3				男Ｓ		32		0		23																						5203		56		5602

				5204		松灘		慎太郎		1		(桃　山)		52		4				男Ｓ		32		0		23																						5204		56		5603

				5205		山岡		あすか		1		(桃　山)		52		5				男Ｓ		32		0		23																						5205		56		5604

				5206		榎本		直紀		1		(桃　山)		52		6				男Ｓ		32		0		23																						5206		58		5801		4

				5207		八上		晃		2		(桃　山)		52		7				男Ｓ		32		0		23																						5207		58		5802		15

				5208		花本		將伍		2		(桃　山)		52		8				男Ｓ		32		0		23																						5208		58		5803		11

				5209		市川		真吾		1		(桃　山)		52		9				男Ｓ		32		0		23																						5209		58		5804

								真吾		1		(桃　山)		52		9		1		男Ｓ		32		0		23																						5209		58		5805		32

				5210		廣瀬		楓馬		2		(桃　山)		52		10				男Ｓ		32		0		23																						5210		58		5806

				5211		中川		高宏		2		(桃　山)		52		11				男Ｓ		32		0		23																						5211		58		5807

				5212		伊川		颯馬		1		(桃　山)		52		12				男Ｓ		32		0		23																						5212		58		5808

				5213		加藤		翼		1		(桃　山)		52		13				男Ｓ		32		0		23																						5213		58		5809

				5214		上野		真生		1		(桃　山)		52		14				男Ｓ		32		0		23																						5214		58		5810

				5215		安蒜		元紀		1		(桃　山)		52		15				男Ｓ		32		0		23																						5215		58		5811

				5215		安蒜		元紀		1		(桃　山)		52		15		2		男Ｓ		32		0		23																						5215		58		5812

				5216		竹内		廉		2		(桃　山)		52		16				男Ｓ		32		0		23																						5216		62		6201		3

				5217		北脇		新大		2		(桃　山)		52		17				男Ｓ		32		0		23																						5217		62		6202		13

				5218		髙橋		駿太		1		(桃　山)		52		18				男Ｓ		32		0		23																						5218		62		6203		16

				5219		水谷		和弥		1		(桃　山)		52		19				男Ｓ		32		0		23																						5219		62		6204		10

				5220		林		登生		2		(桃　山)		52		20				男Ｓ		32		0		23																						5220		62		6205		43

				5221		藤本 フジモト		卓也 タクヤ		1		(桃　山)		52		21				男Ｓ		32		0		23																						5221		62		6206

				5222		藤田		辰生		1		(桃　山)		52		22				男Ｓ		32		0		23																						5222		62		6207

				5223		丸山		万葉		2		(桃　山)		52		23				男Ｓ		32		0		23																						5223		62		6208

				5224		大西		賢汰		1		(桃　山)		52		24				男Ｓ		32		0		23																						5224		62		6209

				5225		佐藤		茂知		1		(桃　山)		52		25				男Ｓ		32		0		23																						5225		62		6210

				5226		簑		明伸		2		(桃　山)		52		26				男Ｓ		32		0		23																						5226		62		6211

				5227		曽和		亮佑		1		(桃　山)		52		27				男Ｓ		32		0		23																						5227		62		6212

				5228		清水		太一		2		(桃　山)		52		28				男Ｓ		32		0		23																						5228		62		6213

				5229		川瀬		寛己		1		(桃　山)		52		29				男Ｓ		32		0		23																						5229		62		6214

				5230		石丸 イシマル		洸太郎 コウタロウ		1		(桃　山)		52		30				男Ｓ		32		0		23																						5230

				5231		山田		恵太郎		1		(桃　山)		52		31				男Ｓ		32		0		23																						5231

				5232		清水		友之介 ユウ ユキ スケ		1		(桃　山)		52		32				男Ｓ		32		0		23																						5232

				5301		沼田		大輝		2		(東　稜)		53		1				男Ｓ		18		0		7																						5301

				5301		沼田		大輝		2		(東　稜)		53		1		1		男Ｓ		18		0		7																						5301

				5302		小糸		雄太		1		(東　稜)		53		2				男Ｓ		18		0		7																						5302		62		6215

				5303		阪本		勇太		2		(東　稜)		53		3				男Ｓ		18		0		7																						5303		62		6216

				5303		阪本		勇太		2		(東　稜)		53		3		1		男Ｓ		18		0		7																						5303		62		6217

				5304		野入		晴斗		1		(東　稜)		53		4				男Ｓ		18		0		7																						5304		62		6218

				5304		野入		晴斗		1		(東　稜)		53		4		1		男Ｓ		18		0		7																						5304		63		6301		27

				5305		木下		陽翔		1		(東　稜)		53		5				男Ｓ		18		0		7																						5305		63		6302		61

				5306		奥村		幸亮		2		(東　稜)		53		6				男Ｓ		18		0		7																						5306		63		6303

				5307		田中		郁人		1		(東　稜)		53		7				男Ｓ		18		0		7																						5307		63		6304

				5308		白井		達也		1		(東　稜)		53		8				男Ｓ		18		0		7																						5308		63		6305

				5309		井上		翔太		1		(東　稜)		53		9				男Ｓ		18		0		7																						5309		63		6306

				5310		山本		大輝		1		(東　稜)		53		10				男Ｓ		18		0		7																						5310		63		6307

				5311		橋本		崇来		1		(東　稜)		53		11				男Ｓ		18		0		7																						5311		64		6401		7

				5312		横田		篤人		1		(東　稜)		53		12				男Ｓ		18		0		7																						5312		64		6402		9

				5313		西山		翔梧		1		(東　稜)		53		13				男Ｓ		18		0		7																						5313		64		6403		19

				5314		佐々木		遼大 リョウ ダイ		1		(東　稜)		53		14				男Ｓ		18		0		7																						5314		64		6404		37

				5315		中住		大輝		1		(東　稜)		53		15				男Ｓ		18		0		7																						5315		64		6405

				5316		川内		大地		2		(東　稜)		53		16				男Ｓ		18		0		7																						5316		64		6406		29

				5317		高橋		太一		1		(東　稜)		53		17				男Ｓ		18		0		7																						5317		64		6407

				5318		石川 イシカワ		渓太 タニ フトシ		1		(東　稜)		53		18				男Ｓ		18		0		7																						5318		64		6408

				5401		小河		駿平		2		(洛　水)		54		1				男Ｓ		5		0		8																						5401		64		6409		31

				5402		新谷		龍史 リュウ シ		2		(洛　水)		54		2				男Ｓ		5		0		8																						5402		64		6410

				5403		加藤		圭佑		2		(洛　水)		54		3				男Ｓ		5		0		8																						5403		64		6411

				5404		内井		智基		2		(洛　水)		54		4				男Ｓ		5		0		8																						5404		64		6412

				5405		蒲池 カマイケ		優希哉 ユウ ヤ		1		(洛　水)		54		5				男Ｓ		5		0		8																						5405		64		6413

				5501		髙橋		隼人		2		(すばる)		55		1				男Ｓ		21		0		28																						5501		64		6414

										2		(すばる)		55		1		1		男Ｓ		21		0		28																						5501		68		6801

										2		(すばる)		55		2				男Ｓ		21		0		28																						5502		69		6901

				5502		對馬		淡		2		(すばる)		55		2		1		男Ｓ		21		0		28																						5502		69		6902		20

				5503		原田		朋幸		2		(すばる)		55		3				男Ｓ		21		0		28																						5503		69		6903

				5504		西山		泰人		1		(すばる)		55		4				男Ｓ		21		0		28																						5504		69		6904

				5505		長井		亮成		2		(すばる)		55		5				男Ｓ		21		0		28																						5505		69		6905

				5506		平良		柊		1		(すばる)		55		6				男Ｓ		21		0		28																						5506		69		6906

				5507		大段		一樹		2		(すばる)		55		7				男Ｓ		21		0		28																						5507		69		6907

				5508		中塚		悠斗		2		(すばる)		55		8				男Ｓ		21		0		28																						5508		70		7001		56

				5509		山本		未来生		2		(すばる)		55		9				男Ｓ		21		0		28																						5509		70		7002

				5509		山本		未来生		2		(すばる)		55		9		2		男Ｓ		21		0		28																						5509		70		7003

				5510		多羅尾		翔太		2		(すばる)		55		10				男Ｓ		21		0		28																						5510		70		7004

				5511		山田		聖哉		2		(すばる)		55		11				男Ｓ		21		0		28																						5511		70		7005

				5512		足立		央歩		2		(すばる)		55		12				男Ｓ		21		0		28																						5512		70		7006

				5513		津髙		翔		1		(すばる)		55		13				男Ｓ		21		0		28																						5513		70		7007

				5514		川本		雅大		1		(すばる)		55		14				男Ｓ		21		0		28																						5514		71		7101		47

				5515		高石 タカイシ		武 タケシ		1		(すばる)		55		15				男Ｓ		21		0		28																						5515		71		7102

				5516		高石 タカイシ		徹 トオル		1		(すばる)		55		16				男Ｓ		21		0		28																						5516		71		7103

				5517		髙橋		明博		1		(すばる)		55		17				男Ｓ		21		0		28																						5517		71		7104

				5518		神谷 カミヤ		源 ミナモト		1		(すばる)		55		18				男Ｓ		21		0		28																						5518		71		7105

				5519		小林		千浩 セン ヒロシ		1		(すばる)		55		19				男Ｓ		21		0		28																						5519		71		7106

				5520		中辻 ナカツジ		玄太 ゲン タ		1		(すばる)		55		20				男Ｓ		21		0		28																						5520		71		7107

				5521		長嶺		龍馬		1		(すばる)		55		21				男Ｓ		21		0		28																						5521		72		7201		36

				5601		森本		達也		2		(向　陽)		56		1				男Ｓ		8		0		2																						5601		72		7202

				5602		石古		大貴		1		(向　陽)		56		2				男Ｓ		8		0		2																						5602		72		7203

				5603		中村		鴻太		1		(向　陽)		56		3				男Ｓ		8		0		2																						5603		72		7204		58

				5604		平井 ヒライ		周汰 シュウ タ		1		(向　陽)		56		4				男Ｓ		8		0		2																						5604		72		7205

				5605		堀内 ホリウチ		駿至 シュン イタル		1		(向　陽)		56		5				男Ｓ		8		0		2																						5605		72		7206

				5606		歌代 ウタシロ		颯太 ソウ フト		1		(向　陽)		56		6				男Ｓ		8		0		2																						5606		72		7207

				5607		山中		宏哉 ヒロシ ヤ		1		(向　陽)		56		7				男Ｓ		8		0		2																						5607		72		7208

				5608		菅浪 スガナミ		和輝 ワ		1		(向　陽)		56		8				男Ｓ		8		0		2																						5608		72		7209

				5701		森本		健太		2		(乙　訓)		57		1				男Ｓ		8		0		4																						5701		72		7210

				5702		寺崎		直人		1		(乙　訓)		57		2				男Ｓ		8		0		4																						5702		72		7211

				5703		井上		龍太郎		2		(乙　訓)		57		3				男Ｓ		8		0		4																						5703		73		7301		44

				5704		山本		莉生 リ イ		1		(乙　訓)		57		4				男Ｓ		8		0		4																						5704		73		7302

				5705		西川		隼人		1		(乙　訓)		57		5				男Ｓ		8		0		4																						5705		73		7303

				5706		安田		智貴		2		(乙　訓)		57		6				男Ｓ		8		0		4																						5706		73		7304

				5707		松本		和		2		(乙　訓)		57		7				男Ｓ		8		0		4																						5707		73		7305

				5708		岡本		豪太		2		(乙　訓)		57		8				男Ｓ		8		0		4																						5708		73		7306

				5801		舩戸		稜平		1		(西乙訓)		58		1				男Ｓ		4		0		12																						5801		73		7307

				5802		佐野		俊介		2		(西乙訓)		58		2				男Ｓ		4		0		12																						5802		75		7501		28

				5803		岡田		泰地		1		(西乙訓)		58		3				男Ｓ		4		0		12																						5803		75		7502

				5804		中村		直也		2		(西乙訓)		58		4				男Ｓ		4		0		12																						5804		75		7503

				6201		二家		涼平		2		(莵　道)		62		1				男Ｓ		11		0		13																						6201		75		7504

				6201		二家		涼平		2		(莵　道)		62		1		2		男Ｓ		11		0		13																						6201		75		7505

				6202		伏見谷		翔哉		2		(莵　道)		62		2				男Ｓ		11		0		13																						6202		75		7506

				6203		岩﨑		勇登		2		(莵　道)		62		3				男Ｓ		11		0		13																						6203		75		7507

				6203		岩﨑		勇登		2		(莵　道)		62		3		1		男Ｓ		11		0		13																						6203		75		7508

				6204		清水		壮		2		(莵　道)		62		4				男Ｓ		11		0		13																						6204		76		7601		52

				6205		長谷川		綾一		1		(莵　道)		62		5				男Ｓ		11		0		13																						6205		76		7602

				6205		長谷川		綾一		1		(莵　道)		62		5		2		男Ｓ		11		0		13																						6205		76		7603

				6206		初坂		俊哉		1		(莵　道)		62		6				男Ｓ		11		0		13																						6206		76		7604

				6207		永山		善暉		1		(莵　道)		62		7				男Ｓ		11		0		13																						6207		77		7701		17

				6208		西原		崇人		1		(莵　道)		62		8				男Ｓ		11		0		13																						6208		77		7702		23

				6209		岸		友規		2		(莵　道)		62		9				男Ｓ		11		0		13																						6209		77		7703

				6210		上田		朗大		2		(莵　道)		62		10				男Ｓ		11		0		13																						6210		77		7704

				6211		茨木		裕平		1		(莵　道)		62		11				男Ｓ		11		0		13																						6211		77		7705

				6301		藤村		悠暉		1		(城　陽)		63		1				男Ｓ		14		0		10																						6301		77		7706

				6302		川端		琉斗		2		(城　陽)		63		2				男Ｓ		14		0		10																						6302		78		7801		39

				6303		西村		海晟		1		(城　陽)		63		3				男Ｓ		14		0		10																						6303		78		7802

				6303		西村		海晟		1		(城　陽)		63		3		2		男Ｓ		14		0		10																						6303		78		7803

				6304		小山		大輝		1		(城　陽)		63		4				男Ｓ		14		0		10																						6304		79		7901		24

				6305		安井		元		1		(城　陽)		63		5				男Ｓ		14		0		10																						6305		79		7902		35

				6306		小堀		翔貴		1		(城　陽)		63		6				男Ｓ		14		0		10																						6306		79		7903

				6307		大川		竜也		2		(城　陽)		63		7				男Ｓ		14		0		10																						6307		79		7904

				6308		井口		卓馬		1		(城　陽)		63		8				男Ｓ		14		0		10																						6308		79		7905

				6309		今峰		佐紀人		1		(城　陽)		63		9				男Ｓ		14		0		10																						6309		79		7906

				6310		辻本		高宏		1		(城　陽)		63		10				男Ｓ		14		0		10																						6310		83		8301		25

				6311		京田		尚樹		2		(城　陽)		63		11				男Ｓ		14		0		10																						6311		83		8302

				6312		森本		健仁		2		(城　陽)		63		12				男Ｓ		14		0		10																						6312		83		8303

				6313		上村		洋平		1		(城　陽)		63		13				男Ｓ		14		0		10																						6313		83		8304

				6314		岡田		拓也		1		(城　陽)		63		14				男Ｓ		14		0		10																						6314		83		8305

				6401		大倉		洋輝		1		(西城陽)		64		1				男Ｓ		12		0		17																						6401		83		8306

				6402		細井 ホソイ		裕太 ユウタ		1		(西城陽)		64		2				男Ｓ		12		0		17																						6402		83		8307

				6403		脇坂		敦彦		2		(西城陽)		64		3				男Ｓ		12		0		17																						6403		85		8501

				6403		脇坂		敦彦		2		(西城陽)		64		3		2		男Ｓ		12		0		17																						6403		86		8601		62

				6404		栗林		輝人		2		(西城陽)		64		4				男Ｓ		12		0		17																						6404		86		8602

				6405		伊藤		徳希		2		(西城陽)		64		5				男Ｓ		12		0		17																						6405		86		8603

				6406		齊藤		至宝		2		(西城陽)		64		6				男Ｓ		12		0		17																						6406		86		8604

				6407		江口 エグチ		琉 リュウ		1		(西城陽)		64		7				男Ｓ		12		0		17																						6407		0

				6408		畦田 アゼタ		悠斗 ユウ		1		(西城陽)		64		8				男Ｓ		12		0		17																						6408		0

				6409		田村		海空 ウミ ソラ		1		(西城陽)		64		9				男Ｓ		12		0		17																						6409		0

				6410		吉川 ヨシカワ		ゑい		1		(西城陽)		64		10				男Ｓ		12		0		17																						6410		0

				6411		原		玄亮 ゲン リョウ		1		(西城陽)		64		11				男Ｓ		12		0		17																						6411		0

				6412		川勝 カワカツ		雄太 ユウタ		1		(西城陽)		64		12				男Ｓ		12		0		17																						6412		0

				6501		和地 ワ チ		智也		1		(京八幡)		65		1				男Ｓ		1		0		2																						6501		0

				6801		米沢		颯真		2		(田　辺)		68		1				男Ｓ		11		0		9																						6801		0

				6802		成光		智哉		2		(田　辺)		68		2				男Ｓ		11		0		9																						6802		0

				6803		森　		智輝		2		(田　辺)		68		3				男Ｓ		11		0		9																						6803		0

				6804		小松		大悟		2		(田　辺)		68		4				男Ｓ		11		0		9																						6804		0

				6805		加本		真之		2		(田　辺)		68		5				男Ｓ		11		0		9																						6805		0

				6806		香村 コウムラ		優暢 ユウ ノブ		1		(田　辺)		68		6				男Ｓ		11		0		9																						6806		0

				6807		岡田		悠汰 ユウ		1		(田　辺)		68		7				男Ｓ		11		0		9																						6807		0

				6808		矢田 ヤダ		一樹 イッ ジュ		1		(田　辺)		68		8				男Ｓ		11		0		9																						6808		0

				6809		井上 イノウエ		祥吾		1		(田　辺)		68		9				男Ｓ		11		0		9																						6809		0

				6810		中嶋 ナカジマ		政智 セイ トモ		1		(田　辺)		68		10				男Ｓ		11		0		9																						6810		0

				6811		大河原 オオカワラ		瑠華 ルカ		1		(田　辺)		68		11				男Ｓ		11		0		9																						6811		0

				6901		舘		智也		2		(木　津)		69		1				男Ｓ		10		0		7																						6901		0

				6902		高山		俊 シュン		2		(木　津)		69		2				男Ｓ		10		0		7																						6902		0

				6903		福田		晃大		2		(木　津)		69		3				男Ｓ		10		0		7																						6903		0

				6904		吉田		翼		1		(木　津)		69		4				男Ｓ		10		0		7																						6904		0

				6905		白川		直樹		1		(木　津)		69		5				男Ｓ		10		0		7																						6905		0

				6906		服部		一樹		1		(木　津)		69		6				男Ｓ		10		0		7																						6906		0

				6907		池本		歩夢		1		(木　津)		69		7				男Ｓ		10		0		7																						6907		0

				6908		久保		祐弥		1		(木　津)		69		8				男Ｓ		10		0		7																						6908		0

				6909		今江 イマエ		悠人 ユウト		1		(木　津)		69		9				男Ｓ		10		0		7																						6909		0

				6910		中田 ナカタ		惇		1		(木　津)		69		10				男Ｓ		10		0		7																						6910		0

				7001		西村		優星		1		(南　陽)		70		1				男Ｓ		16		0		16																						7001		0

				7001		西村		優星		1		(南　陽)		70		1		2		男Ｓ		16		0		16																						7001		0

				7002		門司		大雅		2		(南　陽)		70		2				男Ｓ		16		0		16																						7002		0

				7003		下玉		眞洋		2		(南　陽)		70		3				男Ｓ		16		0		16																						7202		0

				7004		山村		龍矢		2		(南　陽)		70		4				男Ｓ		16		0		16																						7203		0

				7005		新井		康平		2		(南　陽)		70		5				男Ｓ		16		0		16																						7204		0

				7006		山野 ヤマノ		遼平 リョウヘイ		1		(南　陽)		70		6				男Ｓ		16		0		16																						7205		0

				7007		坂田 サカタ		暉樹 テル ジュ		1		(南　陽)		70		7				男Ｓ		16		0		16																						7206		0

				7008		山﨑 ヤマサキ		燎汰 リョウ タ		1		(南　陽)		70		8				男Ｓ		16		0		16																						7207		0

				7009		井坂		匠		2		(南　陽)		70		9				男Ｓ		16		0		16																						7301		0

				7010		藤澤		遼		2		(南　陽)		70		10				男Ｓ		16		0		16																						7301		0

				7011		小池 コイケ		優典 ユウ テン		1		(南　陽)		70		11				男Ｓ		16		0		16																						7302		0

				7012		野村 ノムラ		和葉 ワ ハ		1		(南　陽)		70		12				男Ｓ		16		0		16																						7803		0

				7013		山田		大暉 ダイ テル		1		(南　陽)		70		13				男Ｓ		16		0		16																						7901		0

				7014		松田 マツダ		優一 ユウ イチ		1		(南　陽)		70		14				男Ｓ		16		0		16																						7901		0

				7015		北室 キタムロ		晧平 コウヘイ		1		(南　陽)		70		15				男Ｓ		16		0		16																						7902		0

				7016		土阪 ツチ サカ		樹 ジュ		1		(南　陽)		70		16				男Ｓ		16		0		16																						7903		0

				7101		黒川		拓馬		2		(北桑田)		71		1				男Ｓ		4		0		2																						7904		0

				7102		小東		泰士		2		(北桑田)		71		2				男Ｓ		4		0		2																						7905		0

				7103		安井		丈史		1		(北桑田)		71		3				男Ｓ		4		0		2																						7906		0

				7104		倉橋		柊美聖		1		(北桑田)		71		4				男Ｓ		4		0		2																						7907		0

				7201		上坊		光輝		1		(亀　岡)		72		1				男Ｓ		7		0		5																						8301		0

				7202		中山		裕葵		2		(亀　岡)		72		2				男Ｓ		7		0		5																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7203		芦田		昌哉		1		(亀　岡)		72		3				男Ｓ		7		0		5																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7204		湯浅		順哉		2		(亀　岡)		72		4				男Ｓ		7		0		5																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7205		虻川		晶俊		2		(亀　岡)		72		5				男Ｓ		7		0		5																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7206		谷口		楓来		1		(亀　岡)		72		6				男Ｓ		7		0		5																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7207		藤井		巧樹		1		(亀　岡)		72		7				男Ｓ		7		0		5																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7301		山口		創		2		(南　丹)		73		1				男Ｓ		12		0		6																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7301		山口		創		2		(南　丹)		73		1		2		男Ｓ		12		0		6																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7302		辻井		風雅		2		(南　丹)		73		2				男Ｓ		12		0		6																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7303		駒水		乃樹		2		(南　丹)		73		3				男Ｓ		12		0		6																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7304		山中		哉貴		1		(南　丹)		73		4				男Ｓ		12		0		6																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7305		松本		征史郎		1		(南　丹)		73		5				男Ｓ		12		0		6																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7306		髙見		成彦		2		(南　丹)		73		6				男Ｓ		12		0		6																						7306		0

				7307		永田 ナガタ		諒 リョウ		1		(南　丹)		73		7				男Ｓ		12		0		6																						7307		0

				7308		岡田 オカダ		一希 カズキ		1		(南　丹)		73		8				男Ｓ		12		0		6																						7308		0

				7309		北山 キタヤマ		聖幸 セイ サチ		1		(南　丹)		73		9				男Ｓ		12		0		6																						7309		0

				7310		中川		龍弥 タツヤ		1		(南　丹)		73		10				男Ｓ		12		0		6																						7310		0

				7311		水沼 ミズヌマ		空 ソラ		1		(南　丹)		73		11				男Ｓ		12		0		6																						7311		0

				7312		沼田 ヌマタ		悠吾 ユウ ゴ		1		(南　丹)		73		12				男Ｓ		12		0		6																						7312		0

				7501		木村		雄樹 ユウキ		1		(農　芸) ノウ ゲイ		75		1				男Ｓ		1		0		0																						7501		0

				7701		塗師		歩高		2		(洛陽工)		77		1				男Ｓ		2		0		8																						7701		0

				7702		高山		優生		2		(洛陽工)		77		2				男Ｓ		2		0		8																						7702		0

				7801		田中		直人		2		(伏見工)		78		1				男Ｓ		3		0		3																						7801		0

				7802		坂口		順彦		2		(伏見工)		78		2				男Ｓ		3		0		3																						7802		0

				7803		相良		一輝		2		(伏見工)		78		3				男Ｓ		3		0		3																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7901		大谷		寛和		2		(西　京)		79		1				男Ｓ		7		0		8																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7901		大谷		寛和		2		(西　京)		79		1		2		男Ｓ		7		0		8																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7902		横谷		純一		2		(西　京)		79		2				男Ｓ		7		0		8																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7903		小西		健太		2		(西　京)		79		3				男Ｓ		7		0		8																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7904		大島		壮太郎		2		(西　京)		79		4				男Ｓ		7		0		8																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7905		加茂		英敏 ビン		1		(西　京)		79		5				男Ｓ		7		0		8																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7906		清水		凌		1		(西　京)		79		6				男Ｓ		7		0		8																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7907		橋本 ハシモト		侑樹 ユウキ		1		(西　京)		79		7				男Ｓ		7		0		8																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				8301		森下 モリシタ		直活 ナオ カツ		1		(紫　野)		83		1				男Ｓ		6		0		3																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				8302		安井		優騎		2		(紫　野)		83		2				男Ｓ		6		0		3																						8302		0

				8303		西澤		亮太郎		1		(紫　野)		83		3				男Ｓ		6		0		3																						8303		0

				8304		坪倉		有汰		1		(紫　野)		83		4				男Ｓ		6		0		3																						8304		0

				8305		池田		隼也		1		(紫　野)		83		5				男Ｓ		6		0		3																								8305

				8306		堀 ホリ		直人		1		(紫　野)		83		6				男Ｓ		6		0		3																								8306

				8601		平林		隼人		1		(京教附)		86		1				男Ｓ		12		0		17																								8601

				8602		鶴井		大夢		2		(京教附)		86		2				男Ｓ		12		0		17																								8602

				8603		岡本		笙		2		(京教附)		86		3				男Ｓ		12		0		17																								8603

				8604		坂本		拓海		2		(京教附)		86		4				男Ｓ		12		0		17																								8604

				8605		前田		將宏		2		(京教附)		86		5				男Ｓ		12		0		17																								8605

				8606		八鳥		雅志		2		(京教附)		86		6				男Ｓ		12		0		17																								8606

				8607		角田		智哉		2		(京教附)		86		7				男Ｓ		12		0		17																								8607

				8608		村尾		海成		2		(京教附)		86		8				男Ｓ		12		0		17																								8608

				8609		高須賀 タカス ガ		太一 タイチ		1		(京教附)		86		9				男Ｓ		12		0		17																								8609

				8610		横山 ヨコヤマ		達也		1		(京教附)		86		10				男Ｓ		12		0		17																								8610

				8611		小田島		瑛司		2		(京教附)		86		11				男Ｓ		12		0		17																								8611

				8612		徐		崢宇		2		(京教附)		86		12				男Ｓ		12		0		17																								8612

				8701		柿谷		奏汰		1		(工学院) コウガクイン		87		1				男Ｓ		7		0		ERROR:#N/A																								8701

				8702		石川		聖竜		1		(工学院) コウガクイン		87		2				男Ｓ		7		0		ERROR:#N/A																								8702

				8703		小林		舜		1		(工学院) コウガクイン		87		3				男Ｓ		7		0		ERROR:#N/A

				8704		馬場 ババ		智史 トモフミ		1		(工学院) コウガクイン		87		4				男Ｓ		7		0		ERROR:#N/A																								8704

				8705		梶田		晃貴		1		(工学院) コウガクイン		87		5				男Ｓ		7		0		ERROR:#N/A																								8705

				8706		藏口		潤		1		(工学院) コウガクイン		87		6				男Ｓ		7		0		ERROR:#N/A																								8706

				8707		齋藤 サイトウ		竜也 タツヤ		1		(工学院) コウガクイン		87		7				男Ｓ		7		0		ERROR:#N/A																								8707
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女子名簿

				女子S		名    前				学年		学  校				順位		免				人数 ニンズウ		男女コード ダンジョ		人数の計算式 ニンズウ ケイサン シキ

				4101		北村		萌夏		1		(山　城)		41		1				女Ｓ		4				1				4401		-300

				4101		北村		萌夏		1		(山　城)		41		1		1		女Ｓ		4				1				4402		-301

				4102		守屋		凜		1		(山　城)		41		2				女Ｓ		4				1				4403		-301

				4103		体岡		沙耶		1		(山　城)		41		3				女Ｓ		4				1				4601		-498

				4104		竹谷 タケタニ		由菜 ユナ		1		(山　城)		41		4				女Ｓ		4				1				4602		-498

				4501		殿村		澄香		1		(朱　雀)		45		1				女Ｓ		2				0				4603		-102

				4502		白石		もも		1		(朱　雀)		45		2				女Ｓ		2				0				4604		-102

				4601		今西		梓		2		(洛　東)		46		1		1		女Ｓ		5				8				4605		-4

				4602		近記		百香		2		(洛　東)		46		2		1		女Ｓ		5				8				4606		-4

				4603		木下		美菜		2		(洛　東)		46		3				女Ｓ		5				8				4607		-4

				4604		谷岡		美由紀		2		(洛　東)		46		4				女Ｓ		5				8				4701		-97

				4605		奥原		未来		1		(洛　東)		46		5				女Ｓ		5				8				4702		-97

				4701		西田		京香		1		(鳥　羽)		47		1				女Ｓ		5				7				4703		-2

				4702		竹内		ほのか		1		(鳥　羽)		47		2				女Ｓ		5				7				4704		-2

				4703		庄野		あかり		2		(鳥　羽)		47		3				女Ｓ		5				7				4705		-2

				4704		藤田		綾乃		1		(鳥　羽)		47		4				女Ｓ		5				7				4706		-2

				4705		山本		彩加 アヤカ		1		(鳥　羽)		47		5				女Ｓ		5				7				4801		-96

				4801		阿部		綾花		2		(嵯峨野)		48		1				女Ｓ		5				4				4802		-1

				4801		阿部		綾花		2		(嵯峨野)		48		1		1		女Ｓ		5				4				4803		-2

				4802		八束		菜々子		2		(嵯峨野)		48		2				女Ｓ		5				4				4804		-2

				4803		下村		りか		1		(嵯峨野)		48		3				女Ｓ		5				4				4805		-2

				4804		勝見 カツミ		美咲子 コ		1		(嵯峨野)		48		4				女Ｓ		5				4				4806		-2

				4805		中澤 ナカザワ		初音 ハツネ		1		(嵯峨野)		48		5				女Ｓ		5				4				4807		-2

				4901		八木		望		2		(北嵯峨)		49		1		1		女Ｓ		6				6				4808		93

				4902		山内		藍里		2		(北嵯峨)		49		2				女Ｓ		6				6				4809		93

										2		(北嵯峨)		49		2		1		女Ｓ		6				6				4810		-4810

				4903		上野		奈美		2		(北嵯峨)		49		3				女Ｓ		6				6				4901		2

				4904		滝澤		純菜		2		(北嵯峨)		49		4				女Ｓ		6				6				4902		2

				4905		髙橋		茉那		1		(北嵯峨)		49		5				女Ｓ		6				6				4903		2

										1		(北嵯峨)		49		5		1		女Ｓ		6				6				4904		-4904

				4906		大西 オオニシ		優美 ユミ		1		(北嵯峨)		49		6				女Ｓ		6				6				5201		-295

				5001		坂本		飛鳥		2		(　桂　)		50		1				女Ｓ		1				1				5501		-500

				5101		山本		莉子		1		(洛　西)		51		1				女Ｓ		7				2				5502		-401

				5102		寺西		桃子		1		(洛　西)		51		2				女Ｓ		7				2				5503		-401

				5104		高橋		愛香		1		(洛　西)		51		4				女Ｓ		7				2				5504		-400

				5105		木村		妃夏		1		(洛　西)		51		5				女Ｓ		7				2				5601		-496

				5106		廣瀬 ヒロセ		有紀 ユウキ		1		(洛　西)		51		6				女Ｓ		7				2				5602		-496

				5107		金本 カネモト		奈々		1		(洛　西)		51		7				女Ｓ		7				2				5801		-694

				5201		髙木		莉紗		1		(桃　山)		52		1		1		女Ｓ		12				8				5802		-601

				5202		服部		聖来		1		(桃　山)		52		2				女Ｓ		12				8				5803		-601

										1		(桃　山)		52		2		1		女Ｓ		12				8				5804		-5804

				5203		山﨑		菜摘		1		(桃　山)		52		3				女Ｓ		12				8				5805		-602

										1		(桃　山)		52		3		1		女Ｓ		12				8				5806		-5806

				5204		輕尾		有紗		1		(桃　山)		52		4				女Ｓ		12				8				6301		-1097

										1		(桃　山)		52		4		1		女Ｓ		12				8				6302		-6302

				5205		廣瀨		友唯		2		(桃　山)		52		5				女Ｓ		12				8				6303		-1098

				5206		東		莉那		1		(桃　山)		52		6				女Ｓ		12				8				6501		-1295

				5207		木村		優花		2		(桃　山)		52		7				女Ｓ		12				8				6502		-1295

				5208		石井		美優		2		(桃　山)		52		8				女Ｓ		12				8				6503		-1295

				5209		和久田		有紗		2		(桃　山)		52		9				女Ｓ		12				8				6504		-1295

				5210		山田		緑		1		(桃　山)		52		10				女Ｓ		12				8				6901		-1691

				5211		竹川		瑠美南		1		(桃　山)		52		11				女Ｓ		12				8				6902		-1691

				5212		池田		和香奈		1		(桃　山)		52		12				女Ｓ		12				8				6903		-1691

				5301		礒谷		日奈乃		2		(東　稜)		53		1				女Ｓ		6				6				6904		-1603

				5301		礒谷		日奈乃		2		(東　稜)		53		1		1		女Ｓ		6				6				7001		-1700

				5302		遠藤		優華		2		(東　稜)		53		2				女Ｓ		6				6				7002		-1700

				5302		遠藤		優華		2		(東　稜)		53		2		1		女Ｓ		6				6				7201		-1899

				5303		上原		夕夏		2		(東　稜)		53		3				女Ｓ		6				6				7202		-1899

				5304		宮前		藍		1		(東　稜)		53		4				女Ｓ		6				6				7203		-1899

				5305		小山		菜月		2		(東　稜)		53		5				女Ｓ		6				6				7204		-1899

				5305		小山		菜月		2		(東　稜)		53		5		1		女Ｓ		6				6				7205		-1900

				5306		姫野		真衣		1		(東　稜)		53		6				女Ｓ		6				6				7301		-1995

				5401		渡邉		小雪		1		(洛　水)		54		1				女Ｓ		2				1				7302		-1901

				5402		石橋 イシバシ		加奈子 カナコ		1		(洛　水)		54		2				女Ｓ		2				1				7901		-2499

				5501		畑矢		真穂		2		(すばる)		55		1				女Ｓ		9				9				7902		-2401

				5502		中村		朝美		2		(すばる)		55		2				女Ｓ		9				9						5502

				5503		中川		陽奈子		1		(すばる)		55		3				女Ｓ		9				9						5503

				5504		辻		朱利		1		(すばる)		55		4				女Ｓ		9				9						5504

				5505		中川		紫乃		1		(すばる)		55		5				女Ｓ		9				9						5505

				5506		寺前		亜美		2		(すばる)		55		6				女Ｓ		9				9						5506

				5507		吉岡		実穂		2		(すばる)		55		7				女Ｓ		9				9						5507

				5508		福本		鈴		2		(すばる)		55		8				女Ｓ		9				9						5508

				5509		北村		たえ		2		(すばる)		55		9				女Ｓ		9				9						5509

				5601		井守		彩音		1		(向　陽)		56		1				女Ｓ		2				0						5601

				5602		増子		莉彩		1		(向　陽)		56		2				女Ｓ		2				0						5602

				5701		上田		有紗		1		(乙　訓)		57		1				女Ｓ		1				0						5701

				6201		安達		麻衣子		2		(莵　道)		62		1		1		女Ｓ		11				5						6201

				6202		大塚		栞奈		1		(莵　道)		62		2				女Ｓ		11				5						6202

										1		(莵　道)		62		2		1		女Ｓ		11				5

				6203		今西		純		1		(莵　道)		62		3				女Ｓ		11				5

										1		(莵　道)		62		3		1		女Ｓ		11				5

				6204		磯部		風羽		1		(莵　道)		62		4				女Ｓ		11				5

				6205		倉谷		七菜		2		(莵　道)		62		5				女Ｓ		11				5

				6206		川越		悠里		2		(莵　道)		62		6				女Ｓ		11				5

				6207		官尾		麻未		1		(莵　道)		62		7				女Ｓ		11				5

				6208		芝		優樹		1		(莵　道)		62		8				女Ｓ		11				5

				6209		本上		舞香		2		(莵　道)		62		9				女Ｓ		11				5

				6210		井上		ちはる		1		(莵　道)		62		10				女Ｓ		11				5

				6211		松村		望央		2		(莵　道)		62		11				女Ｓ		11				5

				6301		大下		莉奈		1		(城　陽)		63		1				女Ｓ		3				1

				6301		大下		莉奈		1		(城　陽)		63		1		1		女Ｓ		3				1

				6302		木村		陽菜		1		(城　陽)		63		2				女Ｓ		3				1

				6303		東		瑞姫		2		(城　陽)		63		3				女Ｓ		3				1

				6401		平川		麻耶		2		(西城陽)		64		1		1		女Ｓ		9				7

				6402		東野		愛		2		(西城陽)		64		2				女Ｓ		9				7

				6403		吉田 ヨシダ		絋実 コウ ジツ		1		(西城陽)		64		3				女Ｓ		9				7

				6404		今村 イマムラ		彩乃 アヤノ		1		(西城陽)		64		4				女Ｓ		9				7

				6405		東 ヒガシ		誉子 ホマレ コ		1		(西城陽)		64		5				女Ｓ		9				7

				6406		松村		優衣 ユウ		1		(西城陽)		64		6				女Ｓ		9				7

				6407		平原 ヒラハラ		里菜 リナ		1		(西城陽)		64		7				女Ｓ		9				7

				6408		西田 ニシ タ		エリカ		1		(西城陽)		64		8				女Ｓ		9				7

				6409		竹内		瑞姫		1		(西城陽)		64		9				女Ｓ		9				7

				6801		高崎		南欧		2		(田　辺)		68		1				女Ｓ		3				3

				6802		加藤		楓子		2		(田　辺)		68		2				女Ｓ		3				3

				6803		山川		愛紗		1		(田　辺)		68		3				女Ｓ		3				3

				6901		小池		未夢		2		(木　津)		69		1				女Ｓ		4				6

				6902		森本		真央		2		(木　津)		69		2				女Ｓ		4				6

				6903		三木		柚花		2		(木　津)		69		3				女Ｓ		4				6

				6904		亀山		美乃		1		(木　津)		69		4				女Ｓ		4				6

				7001		木ノ上		莉那		2		(南　陽)		70		1				女Ｓ		5				5

				7002		山口 ヤマグチ		葵 アオイ		1		(南　陽)		70		2				女Ｓ		5				5

				7003		田井 タイ		風花 カゼ ハナ		1		(南　陽)		70		3				女Ｓ		5				5		stop

				7004		東 ヒガシ		萌々花 モ		1		(南　陽)		70		4				女Ｓ		5				5

				7005		小西 コニシ		春帆 ハル ホ		1		(南　陽)		70		5				女Ｓ		5				5

				7201		岡本		咲紀		2		(亀　岡)		72		1				女Ｓ		5				2

				7202		清水		真子		1		(亀　岡)		72		2				女Ｓ		5				2

				7203		上山 ウエヤマ		紗季 サキ		2		(亀　岡)		72		3				女Ｓ		5				2

				7204		射場		由穂		2		(亀　岡)		72		4				女Ｓ		5				2

				7205		橋本		実澪		1		(亀　岡)		72		5				女Ｓ		5				2

				7301		新井 アライ		優里 ユウ サト		1		(南　丹)		73		1				女Ｓ		4				0

				7302		尾野 オノ		葉月 ハ ツキ		1		(南　丹)		73		2				女Ｓ		4				0

				7303		人見 ヒトミ		友梨 トモ ナシ		1		(南　丹)		73		3				女Ｓ		4				0

				7304		谷口 タニグチ		友栄 トモ サカエ		1		(南　丹)		73		4				女Ｓ		4				0

				7701		能勢		小弥加		2		(洛陽工)		77		1				女Ｓ		1				1

				7901		今西		陽世里		1		(西　京)		79		1		1		女Ｓ		6				6

				7902		澤		彩香		2		(西　京)		79		2				女Ｓ		6				6

				7903		宮崎		明子		2		(西　京)		79		3				女Ｓ		6				6

				7904		西田		華月		1		(西　京)		79		4				女Ｓ		6				6

				7905		槌田		彩乃		1		(西　京)		79		5				女Ｓ		6				6

				7906		畑		いぶき		1		(西　京)		79		6				女Ｓ		6				6

				8601		青木		まり子		2		(京教附)		86		1				女Ｓ		7				8

				8602		栗原		有希		2		(京教附)		86		2				女Ｓ		7				8

				8603		新		由子		1		(京教附)		86		3				女Ｓ		7				8

				8604		奈良		むらさ希		1		(京教附)		86		4				女Ｓ		7				8

				8605		山下 ヤマシタ		慈 ジ		1		(京教附)		86		5				女Ｓ		7				8

				8606		今西		優羽 ユウ ハネ		1		(京教附)		86		6				女Ｓ		7				8

				8607		齋城 イツ シロ		諄美 ジュン ビ		1		(京教附)		86		7				女Ｓ		7				8

				8701		下野 シモノ		美和 ミワ		1		(工学院) コウガクイン		87		1				女Ｓ		2				ERROR:#N/A

				8702		吉田 ヨシダ		智世 トモ ヨ		1		(工学院) コウガクイン		87		2				女Ｓ		2				ERROR:#N/A

				0																女Ｓ						ERROR:#N/A

				0		小嶋 コジマ		美羽 ミウ		1		(大　江)								女Ｓ		94				ERROR:#N/A

				0																女Ｓ						ERROR:#N/A

				0		村井		愛美		2		(加悦谷)								女Ｓ		97				ERROR:#N/A

				0		山﨑 ヤマ サキ		悦子 エツコ		2		(加悦谷)								女Ｓ		97				ERROR:#N/A

				0		土井 ドイ		聡里 サトシ サト		1		(加悦谷)								女Ｓ		97				ERROR:#N/A
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申し込み状況

						公立高校卓球大会　シングルス　受付状況 コウリツ コウコウ タッキュウ タイカイ ウケツケ ジョウキョウ												12/ 7　時点 ジテン

						Code				申し込み モウ コ						Code				申し込み モウ コ

				1		241		山城		1				29		271		北桑田		1

				2		242		鴨沂						30		272		亀岡		1

				3		243		洛北						31		273		南丹		1

				4		244		北稜		1				32		274		園部

				5		245		朱雀						33		275		農芸

				6		246		洛東		1				34		276		須知

				7		247		鳥羽		1				35		277		洛陽工業		1

				8		248		嵯峨野		1				36		278		伏見工業		1

				9		249		北嵯峨		1				37		279		西京		1

				10		250		桂		1				38		280		銅駝美術 ジュツ

				11		251		洛西		1				39		281		堀川

				12		252		桃山		1				40		282		日吉ケ丘

				13		253		東稜		1				41		283		紫野		1

				14		254		洛水		1				42		284		塔南

				15		255		すばる		1				43		285		聾 ロウ

				16		256		向陽		1				44		286		教育大附		1

				17		257		乙訓		1				45		288		向ヶ丘 ムコウガオカ

				18		258		西乙訓		1				46		289		綾部 アヤベ		1

				19		259		城南菱創 ヒシ キズ						47		290		福知山 フクチヤマ		1

				20		260		東宇治						48		291		府立工業 フリツ コウギョウ		1

														49		292		東舞鶴 ヒガシマイヅル

				21		262		莵道		1				50		293		西舞鶴 ニシマイヅル		1

				22		263		城陽		1				51		294		大江 オオエ		1

				23		264		西城陽		1				52		295		宮津 ミヤヅ

				24		265		京都八幡 キョウト		1				53		296		海洋 カイヨウ

														54		297		加悦谷 カヤ ダニ

				25		267		久御山						55		298		峰山 ミネヤマ		1

				26		268		田辺		1				56		299		網野 アミノ		1

				27		269		木津		1				57		300		久美浜 クミハマ

				28		270		南陽		1				58		301		峰山弥栄 ミネヤマ ヤサカ



						が申し込み用紙を受け付けた学校です。 モウ コ ヨウシ ウ ツ ガッコウ







































































参加者数入金状況



		男子領収 ダンシ リョウシュウ		女子領収 ジョ リョウシュウ				2015　公立シングルス申し込み状況 コウリツ モウシコ ジョウキョウ																																		2014　公立シングルス申し込み状況 コウリツ モウシコ ジョウキョウ





																		男子 ダンシ		女子 ジョシ		男金額 オトコ キンガク		女金額 ジョ キンガク		合計金額 ゴウケイ キンガク		入金 ニュウキン		入金額 ニュウキン ガク		中谷預り ナカタニ アズカ		=1												男子 ダンシ		女子 ジョシ		男金額 オトコ キンガク		女金額 ジョ キンガク		合計金額 ゴウケイ キンガク		入金 ニュウキン		入金額 ニュウキン ガク		中谷預り ナカタニ アズカ		=1

		1		51				1		241		や		山城		242		8		1		2400		300		2700				0		0										山城		242						0		0		0				0		0

								2		242		お		鴨沂		257						0		0		0				0		0										鴨沂		257						0		0		0				0		0

								3		243		ら		洛北		250						0		0		0				0		0										洛北		250						0		0		0				0		0

		2		52				4		244		ほ		北稜		272		6		3		1800		900		2700				0		0										北稜		272						0		0		0				0		0

								5		245		す		朱雀		249						0		0		0				0		0										朱雀		249						0		0		0				0		0

		3		53				6		246		ら		洛東		269		11		8		3300		2400		5700				0		0										洛東		269						0		0		0				0		0

		4		54				7		247		と		鳥羽		271		16		7		4800		2100		6900				0		0										鳥羽		271						0		0		0				0		0

		5		55				8		248		さ		嵯峨野				11		4		3300		1200		4500				0		0										嵯峨野								0		0		0				0		0

		6		56				9		249		き		北嵯峨		15		9		6		2700		1800		4500				0		0										北嵯峨		15						0		0		0				0		0

		7		57				10		250		か		桂		256		2		1		600		300		900				0		0										桂		256						0		0		0				0		0

		8		58				11		251		ら		洛西		7		11		2		3300		600		3900				0		0										洛西		7						0		0		0				0		0

		9		59				12		252		も		桃山		279		23		8		6900		2400		9300				0		0										桃山		279						0		0		0				0		0

		10		60				13		253		と		東稜		276		7		6		2100		1800		3900				0		0										東稜		276						0		0		0				0		0

		11		61				14		254		ら		洛水		259		8		1		2400		300		2700				0		0										洛水		259						0		0		0				0		0

		12		62				15		255		す		すばる		263		28		9		8400		2700		11100				0		0										すばる		263						0		0		0				0		0

		13						16		256		こ		向陽		245		2				600		0		600				0		0										向陽		245						0		0		0				0		0

		14						17		257		お		乙訓		274		4				1200		0		1200				0		0										乙訓		274						0		0		0				0		0

		15						18		258		に		西乙訓		268		12				3600		0		3600				0		0										西乙訓		268						0		0		0				0		0

								19		259		じ		城南菱創 ヒシ キズ		247						0		0		0				0		0										城南菱創 ヒシ キズ		247						0		0		0				0		0

								20		260		ひ		東宇治		253						0		0		0				0		0										東宇治		253						0		0		0				0		0

								21		261		に		西宇治		262						0		0		0				0		0										西宇治		262						0		0		0				0		0

		16		63				22		262		と		莵道		284		13		5		3900		1500		5400				0		0										莵道		284						0		0		0				0		0

		17		64				23		263		じ		城陽		280		10		1		3000		300		3300				0		0										城陽		280						0		0		0				0		0

		18		65				24		264		に		西城陽		270		17		7		5100		2100		7200				0		0										西城陽		270						0		0		0				0		0

		19		66				25		265		や		京都八幡 キョウト		273		2		1		600		300		900				0		0										京都八幡 キョウト		273						0		0		0				0		0

								26		266		み		南八幡		258						0		0		0				0		0										南八幡		258						0		0		0				0		0

								27		267		く		久御山		261						0		0		0				0		0										久御山		261						0		0		0				0		0

		20		67				28		268		た		田辺		264		9		3		2700		900		3600				0		0										田辺		264						0		0		0				0		0

		21		68				29		269		き		木津		275		7		6		2100		1800		3900				0		0										木津		275						0		0		0				0		0

		22		69				30		270		な		南陽		260		16		5		4800		1500		6300				0		0										南陽		260						0		0		0				0		0

		23						31		271		き		北桑田		282		2				600		0		600				0		0										北桑田		282						0		0		0				0		0

		24		70				32		272		か		亀岡		255		5		2		1500		600		2100				0		0										亀岡		255						0		0		0				0		0

		25						33		273		な		南丹		278		6				1800		0		1800				0		0										南丹		278						0		0		0				0		0

								34		274		そ		園部		244						0		0		0				0		0										園部		244						0		0		0				0		0

								35		275		の		農芸		281						0		0		0				0		0										農芸		281						0		0		0				0		0

								36		276		し		須知		266						0		0		0				0		0										須知		266						0		0		0				0		0

		26		71				37		277		ら		洛陽工業		283		8		1		2400		300		2700				0		0										洛陽工業		283						0		0		0				0		0

		27						38		278		ふ		伏見工業		286		3				900		0		900				0		0										伏見工業		286						0		0		0				0		0

		28		72				39		279		さ		西京		252		8		6		2400		1800		4200				0		0										西京		252						0		0		0				0		0

								40		280		ど		銅駝美術 ジュツ		241						0		0		0				0		0										銅駝美術 ジュツ		241						0		0		0				0		0

								41		281		ほ		堀川		265						0		0		0				0		0										堀川		265						0		0		0				0		0

								42		282		ひ		日吉ケ丘		243						0		0		0				0		0										日吉ケ丘		243						0		0		0				0		0

		29						43		283		む		紫野		246		3				900		0		900				0		0										紫野		246						0		0		0				0		0

								44		284		と		塔南		251						0		0		0				0		0										塔南		251						0		0		0				0		0

								45		285		ろ		聾 ロウ		254						0		0		0				0		0										聾 ロウ		254						0		0		0				0		0

		30		73				46		286		き		教育大附		277		17		8		5100		2400		7500				0		0										教育大附		277						0		0		0				0		0

								47		288		む		向ヶ丘 ムコウガオカ		285						0		0		0				0		0										向ヶ丘 ムコウガオカ		285						0		0		0				0		0

		31		74				51		289		あ		綾部 アヤベ		266		4		1		1200		300		1500				0		0										綾部 アヤベ		266						0		0		0				0		0

		32						52		290		ふ		福知山 フクチヤマ		283		4				1200		0		1200				0		0										福知山 フクチヤマ		283						0		0		0				0		0

		33						53		291		こ		府立工業 フリツ コウギョウ		286		4				1200		0		1200				0		0										府立工業 フリツ コウギョウ		286						0		0		0				0		0

								54		292		ひ		東舞鶴 ヒガシマイヅル		283						0		0		0				0		0										東舞鶴 ヒガシマイヅル		283						0		0		0				0		0

		34		75				55		293		に		西舞鶴 ニシマイヅル		286		8		10		2400		3000		5400				0		0										西舞鶴 ニシマイヅル		286						0		0		0				0		0

		35		76				56		294		お		大江 オオエ		283		7		4		2100		1200		3300				0		0										大江 オオエ		283						0		0		0				0		0

								57		295		み		宮津 ミヤヅ		286						0		0		0				0		0										宮津 ミヤヅ		286						0		0		0				0		0

								58		296		か		海洋 カイヨウ		283						0		0		0				0		0										海洋 カイヨウ		283						0		0		0				0		0

								59		297		か		加悦谷 カヤ ダニ		286						0		0		0				0		0										加悦谷 カヤ ダニ		286						0		0		0				0		0

		36		77				60		298		み		峰山 ミネヤマ		283		5		5		1500		1500		3000				0		0										峰山 ミネヤマ		283						0		0		0				0		0

		37		78				61		299		あ		網野 アミノ		286		7		3		2100		900		3000				0		0										網野 アミノ		286						0		0		0				0		0

								62		300		く		久美浜 クミハマ		286						0		0		0				0		0										久美浜 クミハマ		286						0		0		0				0		0

								63		301		や		峰山弥栄 ミネヤマ ヤサカ		285						0		0		0				0		0										峰山弥栄 ミネヤマ ヤサカ		285						0		0		0				0		0

																		323		124						134100				0		0														0		0						0				0		0



																																		stop																												stop





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																						2016(H28) 1. 30.(土) ツチ																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



														高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥																．－														山城												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						300										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料 コウリツ コウコウ タッキュウ タイカイ サンカ リョウ																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円 エン										×				,																																								シングルス 300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 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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		山城												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2400										．－														北稜												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						900										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		8				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		3		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		北稜												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1800										．－														洛東												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2400										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		6				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		8		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		洛東												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						3300										．－														鳥羽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2100										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		11				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		7		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		鳥羽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						4800										．－														嵯峨野												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1200										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		16				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		4		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		嵯峨野												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						3300										．－														北嵯峨												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1800										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		11				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		6		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		北嵯峨												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2700										．－														桂												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						300										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		9				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		1		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		桂												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						600										．－														洛西												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						600										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		2				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		2		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		洛西												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						3300										．－														桃山												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2400										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		11				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		8		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		桃山												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						6900										．－														東稜												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1800										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		23				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		6		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		東稜												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2100										．－														洛水												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						300										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		7				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		1		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		洛水												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2400										．－														すばる												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2700										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		8				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		9		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		すばる												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						8400										．－														莵道												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1500										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		28				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		5		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		向陽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						600										．－														城陽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						300										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		2				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		1		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		乙訓												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1200										．－														西城陽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2100										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		4				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		7		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		西乙訓												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						3600										．－														京都八幡												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						300										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		12				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		1		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		莵道												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						3900										．－														田辺												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						900										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		13				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		3		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		城陽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						3000										．－														木津												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1800										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		10				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		6		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		西城陽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						5100										．－														南陽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1500										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		17				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		5		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		京都八幡												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						600										．－														亀岡												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						600										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		2				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		2		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		田辺												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2700										．－														洛陽工業												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						300										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		9				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		1		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		木津												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2100										．－														西京												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1800										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		7				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		6		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		南陽												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						4800										．－														教育大附												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2400										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		16				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		8		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		北桑田												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						600										．－														綾部												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						300										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		2				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		1		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		亀岡												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1500										．－														西舞鶴												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						3000										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		5				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		10		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		南丹												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1800										．－														大江												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1200										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		6				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		4		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		洛陽工業												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2400										．－														峰山												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1500										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		8				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		5		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		伏見工業												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						900										．－														網野												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						900										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		3				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300円										×		3		,		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																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		西京												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2400										．－														ERROR:#N/A												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		8				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300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																																																						　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



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		紫野												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						900										．－														ERROR:#N/A												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		3				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300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																																																						　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



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		教育大附												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						5100										．－														ERROR:#N/A												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		17				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300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																																																						　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



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		綾部												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1200										．－														ERROR:#N/A												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		4				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300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																																																						　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



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		福知山												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1200										．－														ERROR:#N/A												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		4				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300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																																																						　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



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		府立工業												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1200										．－														ERROR:#N/A												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		4				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300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																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		33				男子																																																No.		84				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		西舞鶴												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2400										．－														ERROR:#N/A												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		8				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300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																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		34				男子																																																No.		85				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)																																領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		大江												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2100										．－														ERROR:#N/A												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						ERROR:#N/A										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として																				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		7				を徴収しました。 チョウシュウ																																						シングルス 300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																																																						　京都府高体連卓球専門部　部長　　奥田　歓信



		No.		35				男子																																																No.		86				女子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		峰山												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						1500										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		5				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.		36				男子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 30.(土)



		網野												高等学校 様 コウトウ ガッコウ サマ												￥						2100										．－



				　ただし、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300円										×		7				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.		37				男子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 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、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300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.		38				男子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 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、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300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.		39				男子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 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、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300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.		40				男子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 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、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300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.		41				男子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 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、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300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.		42				男子



																		領　収　書 リョウ オサム ショ																						2016(H28) 1. 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、						公立高校卓球大会（シングルス）　参加料																												として

				シングルス 300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.		43				男子







公立シングルス-表紙





























		　　　　第25回 　　個人の部　　 ダイ カイ コジン ブ

										 







		　 　     2014（平成26）年　　　　　.



		 　　          1月 13日(月祝)　　　　　.　　　 ガツ ツキ シュク













				　　　向日市民体育館 ムコウシ タミ

















				主催				京都府高等学校体育連盟卓球専門部 キョウトフ コウトウ ガッコウ タイイク レンメイ センモン ブ



				主管				公立高等学校卓球大会委員会 コウリツ コウトウ ガッコウ タッキュウ タイカイ イインカイ





公立記録-表紙











		第38回　公立高等学校卓球大会 ダイ カイ コウリツ コウトウ















		　　　団体の部 ダンタイ ブ



		　　　　　2014（平成26）年  11月 16日(日)　  洛西高等学校体育館 ニチ ラク ニシ コウトウ ガッコウ タイイクカン





		　　　個人の部 コジン ブ



		　　　　　2015（平成27）年　 1月 12日(月祝)　  向日市民体育館 ツキ シュク ムコウ シミン タイイクカン





































		主催　　京都府高等学校体育連盟卓球専門部 シュサイ キョウトフ コウトウ ガッコウ



		主管　　公立高等学校卓球大会委員会 シュカン コウリツ コウトウ ガッコウ タッキュウ タイカイ イインカイ
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男子シングルス









		1		4601		宮前				卓哉		2		(洛　東)																																										5203		北村				幸昭		2		(桃　山)		42										1		6202		4101		2101				6202

				4601																																																				5203

				4601																																																				5203																						1		6202				4101				9903

				4601																																																				5203																												7706

		2		9103		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										5522		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		43										2		9903		4102		5801				5208

				9103																																																				5522

				9103																																																				5522																						2		9903		4102		4101				7010

				9103																																																				5522																												7706

		3		5520		中辻				玄太		1		(すばる)																																										7011		小池				優典		1		(南　陽)		44										3		5208		4103		1105				5112

				5520																																																				7011

				5520																																																				7011																						3		5208		4103		4101				4404

				5520																																																				7011																												7706

		4		7006		山野				遼平		1		(南　陽)																																										6205		長谷川				綾一		1		(莵　道)		45										4		7010		4104		2906				6803

				7006																																																				6205

				7006																																																				6205																						4		7010		4104		4101				4807

				7006																																																				6205																												7706

		5		4804		太田				一晴		1		(嵯峨野)																																										4704		伊藤				頼人		1		(鳥　羽)		46										5		5112		4105		1007				9301

				4804																																																				4704

				4804																																																				4704																						5		5112		4105		4101				7901

				4804																																																				4704																												7706

		6		6403		脇坂				敦彦		2		(西城陽)																																										5403		加藤				圭佑		2		(洛　水)		47										6		4404		4106		298				4108

				6403																																																				5403

				6403																																																				5403																						6		4403		4106		4101				5509

				6403																																																				5403																												7706

		7		5704		山本				莉生		1		(乙　訓)																																										6903		福田				晃大		2		(木　津)		48										7		6803		4107		2696				8302

				5704																																																				6903

				5704																																																				6903																						7		6803		4107		4101				5802

				5704																																																				6903																												7706

		8		7803		相良				一輝		2		(伏見工)																																										7704		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		49										8		4807		4108		699				7706

				7803																																																				7704

				7803																																																				7704																						8		4807		4108		4101				6306

				7803																																																				7704																												7706

		9		4711		深田				玲絢		2		(鳥　羽)																																										9907		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		50										9		9301		4109		5192				6503

				4711																																																				9907

				4711																																																				9907																						9		9301		4109		4101				7301

				4711																																																				9907																												7706

		10		9805		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										8602		鶴井				大夢		2		(京教附)		51										10		7901		4110		3791				4410

				9805																																																				8602

				9805																																																				8602																						10		7901		4110		4101				7103

				9805																																																				8602																												7706

		11		6802		成光				智哉		2		(田　辺)																																										7301		山口				創		2		(南　丹)		52										11		4108		4111		-3				7204

				6802																																																				7301

				6802																																																				7301																						11		4108		4111		4101				7005

				6802																																																				7301																												7706

		12		5205		山岡				あすか		1		(桃　山)																																										4811		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		53										12		5509		4112		1397				4708

				5205																																																				4811

				5205																																																				4811																						12		5509		4112		4101				5002

				5205																																																				4811																												7706

		13		5525		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										8902		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		54										13		8302		4401		3901				5301

				5525																																																				8902

				5525																																																				8902																						13		8302		4401		4101				5101

				5525																																																				8902																												7706

		14		6307		大川				竜也		2		(城　陽)																																										5105		福井				基世		1		(洛　西)		55										14		5802		4402		1400				4814

				6307																																																				5105

				6307																																																				5105																						14		5802		4402		4101				6406

				6307																																																				5105																												7706

		15		5104		奥野				裕貴		1		(洛　西)																																										7202		中山				裕葵		2		(亀　岡)		56										15		7706		4403		3303				5503

				5104																																																				7202

				5104																																																				7202																						15		7706		4403		4101				4905

				5104																																																				7202																												7706

		16		5303		阪本				勇太		2		(東　稜)																																										4403		安井				亮太朗		2		(北　稜)		57										16		6306		4404		1902				6903

				5303																																																				4403

				5303																																																				4403																						16		6306		4404		4101				5604

				5303																																																				4403																												7706

		17		5804		中村				直也		2		(西乙訓)																																										6409		田村				海空		1		(西城陽)		58										17		6503		4405		2098				8901

				5804																																																				6409

				5804																																																				6409																						17		6503		4405		4101				4901

				5804																																																				6409																												7706

		18		8612		徐				崢宇		2		(京教附)																																										5811		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		59										18		7301		4406		2895				7910

				8612																																																				5811

				8612																																																				5811																						18		7301		4406		4101				5805

				8612																																																				5811																												7706

		19		7706		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										9803		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		60										19		4410		4407		3				9305

				7706																																																				9803

				7706																																																				9803																						19		4410		4407		4101				5111

				7706																																																				9803																												7706

		20		9304		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										4606		中嶋				宥友		1		(洛　東)		61										20		7103		4408		2695				4709

				9304																																																				4606

				9304																																																				4606																						20		7103		4408		4101				7012

				9304																																																				4606																												7706

		21		6201		二家				涼平		2		(莵　道)																																										6401		大倉				洋輝		1		(西城陽)		62										21		7204		4409		2795				5511

				6201																																																				6401

				6201																																																				6401																						21		7204		4409		4101				7701

				6201																																																				6401																												7706

		22		4102		安田				哲朗		1		(山　城)																																										5222		藤田				辰生		1		(桃　山)		63										22		7005		4410		2595				4803

				4102																																																				5222

				4102																																																				5222																						22		7005		4410		4101				8307

				4102																																																				5222																												7706

		23		6212		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										5518		神谷				源		1		(すばる)		64										23		4708		4411		297				7106

				6212																																																				5518

				6212																																																				5518																						23		4708		4411		4101				4109

				6212																																																				5518																												7706

		24		6412		川勝				雄太		1		(西城陽)																																										4705		小林				竜人		1		(鳥　羽)		65										24		5002		4412		590				6206

				6412																																																				4705

				6412																																																				4705																						24		5002		4412		4101				8603

				6412																																																				4705																												7706

		25		4908		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										6203		岩﨑				勇登		2		(莵　道)		66										25		5301		4601		700				6411

				7203																																																				6203

				7203																																																				6203																						25		5301		4601		4101				5204

				7203																																																				6203																												7706

		26		5208		花本				將伍		2		(桃　山)																																										6805		加本				真之		2		(田　辺)		67										26		5101		4602		499				5104

				5208																																																				6805

				5208																																																				6805																						26		5101		4602		4101				7710

				5208																																																				6805																												7706

		27		5505		長井				亮成		2		(すばる)																																										4107		高垣				皓一		1		(山　城)		68										27		4814		4701		113				6303

				5505																																																				4107

				5505																																																				4107																						27		4814		4701		4101				6211

				5505																																																				4107																												7706

		28		5106		山本				将貴		1		(洛　西)																																										7008		山﨑				燎汰		1		(南　陽)		69										28		6406		4702		1704				4105

				5106																																																				7008

				5106																																																				7008																						28		6406		4702		4101				5506

				5106																																																				7008																												7706

		29		6906		服部				一樹		1		(木　津)																																										9306		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		70										29		5503		4703		800				9703

				6906																																																				9306

				6906																																																				9306																						29		5503		4703		4101				4704

				6906																																																				9306																												7706

		30		7203		芦田				昌哉		1		(亀　岡)																																										4607		谷口				雄紀		1		(洛　東)		71

				4908																																																				4607

				4908																																																				4607

				4908																																																				4607

		31		9901		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										6302		川端				琉斗		2		(城　陽)		72

				9901																																																				6302

				9901																																																				6302

				9901																																																				6302

		32		5401		小河				駿平		2		(洛　水)																																										5002		吉岡				公平		2		(　桂　)		73

				5401																																																				5002

				5401																																																				5002

				5401																																																				5002

		33		9004		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										5304		野入				晴斗		1		(東　稜)		74

				9004																																																				5810

				9004																																																				5810

				9004																																																				5810

		34		4405		吉岡				知輝		2		(北　稜)																																										5215		安蒜				元紀		1		(桃　山)		75

				4405																																																				5215

				4405																																																				5215

				4405																																																				5215

		35		5602		石古				大貴		1		(向　陽)																																										8603		岡本				笙		2		(京教附)		76

				5602																																																				8603

				5602																																																				8603

				5602																																																				8603

		36		5503		原田				朋幸		2		(すばる)																																										7904		大島				壮太郎		2		(西　京)		77

				5503																																																				7904

				5503																																																				7904

				5503																																																				7904

		37		5209		市川				真吾		1		(桃　山)																																										5511		山田				聖哉		2		(すばる)		78										30		6903		4704		2199				7001

				5209																																																				5511

				5209																																																				5511																						30		4905		4704		4101				4406

				5209																																																				5511																												7706

		38		8611		小田島				瑛司		2		(京教附)																																										5810		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		79										31		4910		4705		205				6907

				8611																																																				5304

				8611																																																				5304																						31		6903		4705		4101				6404

				8611																																																				5304																												7706

		39		4713		大浦				隆聖		2		(鳥　羽)																																										4907		森下				真活		2		(北嵯峨)		80										32		5604		4706		898				7905

				4713																																																				4907

				4713																																																				4907																						32		5604		4706		4101				4810

				4713																																																				4907																												7706

		40		7014		松田				優一		1		(南　陽)																																										9401		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		81										33		8901		4707		4194				8906

				7014																																																				9401

				7014																																																				9401																						33		8901		4707		4101				5306

				7014																																																				9401																												7706

		41		7901		大谷				寛和		2		(西　京)																																																																34		4901		4708		193				9101

				7901

				7901																																																																										34		4901		4708		4101				6501

				7901																																																																																7706

																																																																														35		7910		4709		3201				7017



																																																																														35		7910		4709		4101				4815

																																																																																				7706

																																																																														36		5805		4801		1004				6902



		   																																																																												36		5805		4801		4101				5504

																																																																																				7706

																																																																														37		9305		4802		4503				6302

		82		4701		中川				大成		2		(鳥　羽)																																								4701		4609		小林				舜		2		(洛　東)		122

				4701																																																				4609																						37		9305		4802		4101				5106

				4701																																																		4701		4609																												7706

				4701																																																				4609																						38		5111		4803		308				7707

		83		8904		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																								9705		7013		山田				大暉		1		(南　陽)		123

				8904																																																				7013																						38		5111		4803		4101				7201

				8904																																																		9705		7013																												7706

				8904																																																				7013																						39		4709		4804		-95				9002

		84		7012		野村				和葉		1		(南　陽)																																								6804		5519		小林				千浩		1		(すばる)		124

				7012																																																				5519																						39		4709		4804		4101				4107

				7012																																																		6804		5519																												7706

				7012																																																				5519																						40		7012		4805		2207				7011

		85		6407		江口				琉		1		(西城陽)																																								7708		6206		初坂				俊哉		1		(莵　道)		125

				6407																																																				6206																						40		7012		4805		4101				7305

				6407																																																		7708		6206																												7706

				6407																																																				6206																						41		5511		4806		705				4706

		86		5806		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																								7003		4703		下村				祐輝		2		(鳥　羽)		126

				5806																																																				4703																						41		5511		4806		4101				9105

				5806																																																		7003		4703																												7706

				5806																																																				4703																						42		7701		4807		2894				4910

		87		5402		新谷				龍史		2		(洛　水)																																								4107		5207		八上				晃		2		(桃　山)		127

				5402																																																				5207																						42		7701		4807		4101				6401

				5402																																																		4107		5207																												7706

				5402																																																				5207																						43		4803		4808		-5				4602

		88		4404		峯村				裕大		1		(北　稜)																																								6307		5407		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		128

				4404																																																				5407																						43		4803		4808		4101				8904

				4404																																																		6307		5407																												7706

				4404																																																				5407																						44		8307		4809		3498				8303

		89		5515		高石				武		1		(すばる)																																								5510		9902		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		129

				5515																																																				9902																						44		8307		4809		4101				6802

				5515																																																		5510		9902																												7706

				5515																																																				9902																						45		7106		4810		2296				4904

		90		5111		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																								5801		5305		木下				陽翔		1		(東　稜)		130

				5111																																																				5305																						45		7106		4810		4101				5510

				5111																																																		5801		5305																												7706

				5111																																																				5305																						46		4109		4811		-702				4407

		91		5301		沼田				大輝		2		(東　稜)																																								5307		4901		西村				秀平		2		(北嵯峨)		131

				5301																																																				4901																						46		6206		4811		4101				9302

				5301																																																		5307		4901																												7706

				5301																																																				4901																						47		6206		4812		1394				9902

		92		7701		塗師				歩高		2		(洛陽工)																																								5107		6501		和地				智也		1		(京八幡)		132

				7701																																																				6501																						47		4109		4812		4101				6208

				7701																																																		5107		6501																												7706

				7701																																																				6501																						48		8603		4813		3790				7906

		93		6809		井上				祥吾		1		(田　辺)																																								4809		9308		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		133

				6809																																																				9308																						48		8603		4813		4101				7004

				6809																																																		4809		9308																												7706

				6809																																																				9308																						49		6411		4814		1597				5205

		94		7102		小東				泰士		2		(北桑田)																																								4207		7908		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		134

				7102																																																				7908																						49		6411		4814		4101				7102

				7102																																																		4207		7908																												7706

				7102																																																				7908																						50		5204		4815		389				4112

		95		6210		上田				朗大		2		(莵　道)																																								7801		7703		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		135

				6210																																																				7703																						50		5204		4815		4101				5116

				6210																																																		7801		7703																												7706

				6210																																																				7703																						51		5104		4816		288				4801

		96		4903		市川				裕大		2		(北嵯峨)																																								6208		8605		前田				將宏		2		(京教附)		136

				4903																																																				8605																						51		5104		4816		4101				4402

				4903																																																		6208		8605																												7706

				4903																																																				8605																						52		7710		4817		2893				7018

		97		7903		小西				健太		2		(西　京)																																								8904		5508		中塚				悠斗		2		(すばる)		137

				7903																																																				5508																						52		7710		4817		4101				5514

				7903																																																		8904		5508																												7706

				7903																																																				5508																						53		6303		4901		1402				6409

		98		5213		加藤				翼		1		(桃　山)																																								9111		5807		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		138

				5213																																																				5807																						53		6303		4901		4101				5109

				5213																																																		9111		5807																												7706

				5213																																																				5807																						54		6211		4902		1309				7304

		99		8613		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																								4913		6411		原				玄亮		1		(西城陽)		139

				8613																																																				6411																						54		6211		4902		4101				5302

				8613																																																		4913		6411																												7706

				8613																																																				6411																						55		4105		4903		-798				4813

		100		5523		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																								5203		6308		井口				卓馬		1		(城　陽)		140

				5523																																																				6308																						55		4105		4903		4101				5202

				5523																																																		5203		6308																												7706

				5523																																																				6308																						56		5506		4904		602				6205

		101		9801		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																								9901		4802		吉田				結		2		(嵯峨野)		141

				9801																																																				4802																						56		5506		4904		4101				6908

				9801																																																		9901		4802																												7706

				9801																																																				4802																						57		9703		4905		4798				4806

		102		5502		對馬				淡		2		(すばる)																																								6313		5801		舩戸				稜平		1		(西乙訓)		142

				5502																																																				5801																						57		9703		4905		4101				8602

				5502																																																		6313		5801																												7706

				5502																																																				5801																						58		4704		4906		-202				7709

		103		6309		今峰				佐紀人		1		(城　陽)																																								7011		5524		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		143

				6309																																																				5524																						58		4704		4906		4101				4907

				6309																																																		7011		5524																												7706

				6309																																																				5524																						59		7001		4907		2094				6307

		104		9003		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																								7303		4712		内藤				侑馬		2		(鳥　羽)		144

				9003																																																				4712																						59		7001		4907		4101				4102

				9003																																																		7303		4712																												7706

				9003																																																				4712																						60		4406		4908		-502				9702

		105		5211		中川				高宏		2		(桃　山)																																								8303		4105		柴田				卓磨		2		(山　城)		145

				5211																																																				4105																						60		4406		4908		4101				5507

				5211																																																		8303		4105																												7706

				5211																																																				4105																						61		6907		4909		1998				5210

		106		7005		新井				康平		2		(南　陽)																																								7704		6405		伊藤				徳希		2		(西城陽)		146

				7005																																																				6405																						61		6907		4909		4101				7704

				7005																																																		7704		6405																												7706

				7005																																																				6405																						62		6404		4910		1494				6210

		107		7303		駒水				乃樹		2		(南　丹)																																								4909		8302		安井				優騎		2		(紫　野)		147

				7303																																																				8302																						62		6404		4910		4101				7904

				7303																																																		4909		8302																												7706

				7303																																																				8302																						63		7905		4911		2994				8308

		108		4708		高野				奎太朗		2		(鳥　羽)																																								5312		6306		小堀				翔貴		1		(城　陽)		148

				4708																																																				6306																						63		7905		4911		4101				5110

				4708																																																		5312		6306																												7706

				4708																																																				6306																						64		4810		5001		-191				5601

		109		6807		岡田				悠汰		1		(田　辺)																																								7204		7305		松本				征史郎		1		(南　丹)		149

				6807																																																				7305																						64		4810		5001		4101				7007

				6807																																																		7204		7305																												7706

				6807																																																				7305																						65		8906		5002		3904				5803

		110		9307		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																								4604		9104		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		150

				9307																																																				9104																						65		8906		5002		4101				9905

				9307																																																		4604		9104																												7706

				9307																																																				9104																						66		5306		5101		205				6405

		111		6901		舘				智也		2		(木　津)																																								8601		4610		來海				智哉		1		(洛　東)		151

				6901																																																				4610																						66		5306		5101		4101				9104

				6901																																																		8601		4610																												7706

				6901																																																				4610																						67		9101		5102		3999				4411

		112		5102		丸山				高史		1		(洛　西)																																								7503		7002		門司				大雅		2		(南　陽)		152

				5102																																																				7002

				5102																																																		7503		7002

				5102																																																				7002

		113		5223		丸山				万葉		2		(桃　山)																																								7204		6213		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		153

				5223																																																				6213

				5223																																																		7204		6213

				5223																																																				6213

		114		9403		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																								4604		6904		吉田				翼		1		(木　津)		154

				9403																																																				6904

				9403																																																		4604		6904

				9403																																																				6904

		115		4108		西村				誓太		1		(山　城)																																								8601		5107		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		155

				4108																																																				5107

				4108																																																		8601		5107

				4108																																																				5107

		116		5703		井上				龍太郎		2		(乙　訓)																																								7503		6803		森　				智輝		2		(田　辺)		156

				5703																																																				6803

				5703																																																		7503		6803

				5703																																																				6803

		117		8608		村尾				海成		2		(京教附)																																								9107		8610		横山				達也		1		(京教附)		157

				8608																																																				8610

				8608																																																		9107		8610

				8608																																																				8610

		118		6408		畦田				悠斗		1		(西城陽)																																								4802		4805		八田				謙進		1		(嵯峨野)		158

				6408																																																				4805

				6408																																																		4802		4805

				6408																																																				4805

		119		4809		藤仲				崚平		1		(嵯峨野)																																								7503		9406		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		159

				4809																																																				9406																						67		9101		5102		4101				4817

				4809																																																		7503		9406																												7706

				4809																																																				9406																						68		6501		5103		1398				4701

		120		7205		虻川				晶俊		2		(亀　岡)																																								9107		5521		長嶺				龍馬		1		(すばる)		160

				7205																																																				5521																						68		6501		5103		4101				4101

				7205																																																		9107		5521																												7706

				7205																																																				5521																						69		7017		5104		1913				4816

		121		4603		小川				侑希		2		(洛　東)																																								4802		5201		新谷				直生		2		(桃　山)		161

				4603																																																				5201																						69		7017		5104		4101				9106

				4603																																																		4802		5201																												7706

				4603																																																				5201																						70		4815		5105		-290				9906



																																																																														70		4815		5105		4101				4906

																																																																																				7706

																																																																														71		6902		5106		1796				7902



																																																																														71		6902		5106		4101				7013

																																																																																				7706

																																																																														72		5504		5107		397				7302



																																																																														72		5504		5107		4101				7101

																																																																																				7706

																																																																														73		6302		5108		1194				9003



																																																																														73		6302		5108		4101				5115

																																																																																				7706

																																																																														74		5106		5109		-3				8306



		162		4801		牧田				莞司		1		(嵯峨野)																																										9101		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		203										74		5106		5109		4101				7703

				4801																																																				9101																												7706

				4801																																																				9101																						75		7707		5110		2597				7002

				4801																																																				9101

		163		9407		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										7708		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		204										75		7707		5110		4101				4409

				9407																																																				7708																												7706

				9407																																																				7708																						76		7201		5111		2090				6213

				9407																																																				7708

		164		5109		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										6413		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		205										76		7201		5111		4101				5203

				5109																																																				6413																												7706

				5109																																																				6413																						77		9002		5112		3890				6502

				5109																																																				6413

		165		6305		安井				元		1		(城　陽)																																										5210		廣瀬				楓馬		2		(桃　山)		206										77		9002		5112		4101				4808

				6305																																																				5210																												7706

				6305																																																				5210																						78		4107		5113		-1006				4405

				6305																																																				5210

		166		6204		清水				壮		2		(莵　道)																																										5805		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		207										78		4107		5113		4101				6402

				6204																																																				5805																												7706

				6204																																																				5805																						79		7011		5114		1897				9304

				6204																																																				5805

		167		7003		下玉				眞洋		2		(南　陽)																																										7902		横谷				純一		2		(西　京)		208										79		7011		5114		4101				7909

				7003																																																				7902																												7706

				7003																																																				7902																						80		7305		5115		2190				5107

				7003																																																				7902

		168		6417		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										4710		髙島				和起		1		(鳥　羽)		209										80		7305		5115		4101				6204

				6417																																																				4710																												7706

				6417																																																				4710																						81		4706		5116		-410				5501

				6417																																																				4710

		169		7906		清水				凌		1		(西　京)																																										7304		山中				哉貴		1		(南　丹)		210										81		4706		5116		4101				5303

				7906																																																				7304																												7706

				7906																																																				7304																						82		9105		5201		3904				6906

				7906																																																				7304

		170		9802		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										5527		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		211										82		9105		5201		4101				5602

				9802																																																				5527																												7706

				9802																																																				5527																						83		4905		5202		-297				7009

				9802																																																				5527

		171		5528		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										7801		田中				直人		2		(伏見工)		212										83		4910		5202		4101				4707

				5528																																																				7801																												7706

				5528																																																				7801																						84		6401		5203		1198				4911

				5528																																																				7801

		172		5302		小糸				雄太		1		(東　稜)																																										7001		西村				優星		1		(南　陽)		213										84		6401		5203		4101				7711

				5302																																																				7001																												7706

				5302																																																				7001																						85		4602		5204		-602				9701

				5302																																																				7001

		173		6801		米沢				颯真		2		(田　辺)																																										8617		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		214										85		4602		5204		4101				4401

				6801																																																				8617																												7706

				6801																																																				8617																						86		8904		5205		3699				5307

				6801																																																				8617

		174		7306		髙見				成彦		2		(南　丹)																																										5517		髙橋				明博		1		(すばる)		215										86		8904		5205		4101				5515

				7306																																																				5517																												7706

				7306																																																				5517																						87		8303		5206		3097				4110

				7306																																																				5517

		175		5217		北脇				新大		2		(桃　山)																																										4906		岡本				悠樹		1		(北嵯峨)		216										87		8303		5206		4101				6804

				5217																																																				4906																												7706

				5217																																																				4906																						88		6802		5207		1595				5105

				5217																																																				4906

		176		5001		四方				友博		2		(　桂　)																																										4402		山田				達巳		1		(北　稜)		217										88		6802		5207		4101				4812

				5001																																																				4402																												7706

				5001																																																				4402																						89		4902		5208		-306				7008

				5001																																																				4402

		177		6902		高山				俊		2		(木　津)																																										4803		宮下				昌也		2		(嵯峨野)		218										89		4904		5208		4101				5801

				6902																																																				4803																												7706

				6902																																																				4803																						90		5510		5209		301				9103

				6902																																																				4803

		178		4104		大八木				涼介		1		(山　城)																																										6207		永山				善暉		1		(莵　道)		219										90		5510		5209		4101				7708

				4104																																																				6207																												7706

				4104																																																				6207																						91		4407		5210		-803				7202

				4104																																																				6207

		179		4706		上世				怜央		2		(鳥　羽)																																										5218		髙橋				駿太		1		(桃　山)		220										91		4407		5210		4101				7105

				4706																																																				5218																												7706

				4706																																																				5218																						92		9302		5211		4091				9904

				4706																																																				5218

		180		9302		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										9906		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		221										92		9302		5211		4101				5206

				9302																																																				9906																												7706

				9302																																																				9906																						93		9902		5301		4601				6412

				9302																																																				9906

		181		8616		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										4605		髙橋				哲崚		2		(洛　東)		222										93		9902		5301		4101				4703

				8616																																																				4605																												7706

				8616																																																				4605																						94		6208		5302		906				6203

				8616																																																				4605

		182		5504		西山				泰人		1		(すばる)																																										5204		松灘				慎太郎		1		(桃　山)		223										94		6208		5302		4101				5508

				5504																																																				5204																												7706

				5504																																																				5204																						95		7906		5303		2603				8304

				5504																																																				5204

		183		8901		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										9303		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		224										95		7906		5303		4101				5108

				8901																																																				9303																												7706

				8901																																																				9303																						96		7004		5304		1700				6304

				8901																																																				9303

		184		5221		藤本				卓也		1		(桃　山)																																										8614		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		225										96		7004		5304		4101				5211

				5221																																																				8614																												7706

				5221																																																				8614																						97		5205		5305		-100				6408

				5221																																																				8614

		185		5812		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										5808		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		226										97		5205		5305		4101				4104

				5812																																																				5808																												7706

				5812																																																				5808																						98		7102		5306		1796				6901

				5812																																																				5808

		186		8303		西澤				亮太郎		1		(紫　野)																																										6303		西村				海晟		1		(城　陽)		227										98		7102		5306		4101				8903

				8303																																																				6303																												7706

				8303																																																				6303																						99		4112		5307		-1195				9306

				8303																																																				6303

		187		6502		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										5507		大段				一樹		2		(すばる)		228										99		4112		5307		4101				4902

				6502																																																				5507																												7706

				6502																																																				5507																						100		5116		5501		-385				4804

				6502																																																				5507

		188		4904		奥田				龍		2		(北嵯峨)																																										4106		木村				光佑		2		(山　城)		229										100		5116		5501		4101				5001

				4904																																																				4106																												7706

				4904																																																				4106																						101		4801		5502		-701				7016

				4904																																																				4106

		189		7204		湯浅				順哉		2		(亀　岡)																																										9405		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		230										101		4801		5502		4101				7908

				7204																																																				9405																												7706

				7204																																																				9405																						102		4402		5503		-1101				4601

				7204																																																				9405

		190		5516		高石				徹		1		(すばる)																																										7015		北室				晧平		1		(南　陽)		231										102		4402		5503		4101				5201

				5516																																																				7015																												7706

				5516																																																				7015																						103		7018		5504		1514				7107

				5516																																																				7015

		191		7016		土阪				樹		1		(南　陽)																																										4702		徳田				祥吾		2		(鳥　羽)		232										103		7018		5504		4101				7015

				7016																																																				4702																												7706

				7016																																																				4702																						104		5514		5505		9				4809

				7016																																																				4702

		192		5701		森本				健太		2		(乙　訓)																																										6202		伏見谷				翔哉		2		(莵　道)		233										104		5514		5505		4101				6905

				5701																																																				6202																												7706

				5701																																																				6202																						105		6409		5506		903				8902

				5701																																																				6202

		193		4401		北野				雄大		1		(北　稜)																																										5110		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		234

				4401																																																				5110

				4401																																																				5110

				4401																																																				5110

		194		4716		中村				圭汰		1		(鳥　羽)																																										9002		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		235

				4716																																																				9002

				4716																																																				9002

				4716																																																				9002

		195		9903		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										6410		吉川				ゑい		1		(西城陽)		236

				9903																																																				6410

				9903																																																				6410

				9903																																																				6410

		196		5214		上野				真生		1		(桃　山)																																										6804		小松				大悟		2		(田　辺)		237

				5214																																																				6804

				5214																																																				6804

				5214																																																				6804

		197		8604		坂本				拓海		2		(京教附)																																										5510		多羅尾				翔太		2		(すばる)		238

				8604																																																				5510

				8604																																																				5510

				8604																																																				5510

		198		7702		高山				優生		2		(洛陽工)																																										5404		内井				智基		2		(洛　水)		239

				7702																																																				5404

				7702																																																				5404

				7702																																																				5404

		199		5406		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										6907		池本				歩夢		1		(木　津)		240

				5406																																																				6907

				5406																																																				6907

				5406																																																				6907

		200		5108		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										4810		小椋				裕貴		1		(嵯峨野)		241										105		6409		5506		4101				7203

				5108																																																				4810																												7706

				5108																																																				4810																						106		5109		5507		-398				6212

				5108																																																				4810

		201		6414		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										4604		小原				和己		1		(洛　東)		242										106		5109		5507		4101				6801

				6414																																																				4604																												7706

				6414																																																				4604																						107		7304		5508		1796				9303

				6414																																																				4604

		202		4608		窪田				祥也		2		(洛　東)																																																																107		7304		5508		4101				5114

				4608																																																																																7706

				4608																																																																										108		5302		5509		-207				4106

				4608

																																																																														108		5302		5509		4101				7705

																																																																																				7706

																																																																														109		4813		5510		-697				6305



																																																																														109		4813		5510		4101				4908

																																																																																				7706

																																																																														110		5202		5511		-309				5513



																																																																														110		5202		5511		4101				5305

																																																																																				7706

																																																																														111		6205		5512		693				4802



																																																																														111		6205		5512		4101				7903

		243		4101		田辺				暖柊		2		(山　城)																																										9001		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		283																7706

				4101																																																				9001																						112		6908		5513		1395				6504

				4101																																																				9001

				4101																																																				9001																						112		6908		5513		4101				6207

		244		9905		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										6415		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		284																7706

				9905																																																				6415																						113		4806		5514		-708				5505

				9905																																																				6415

				9905																																																				6415																						113		4806		5514		4101				4111

		245		4714		國武				星佑		2		(鳥　羽)																																										4808		小西				信和		1		(嵯峨野)		285																7706

				4714																																																				4808																						114		8602		5515		3087				6407

				4714																																																				4808

				4714																																																				4808																						114		8602		5515		4101				5103

		246		5405		蒲池				優希哉		1		(洛　水)																																										7007		坂田				暉樹		1		(南　陽)		286																7706

				5405																																																				7007																						115		7709		5601		2108				8301

				5405																																																				7007

				5405																																																				7007																						115		7709		5601		4101				7303

		247		8609		高須賀				太一		1		(京教附)																																										5509		山本				未来生		2		(すばる)		287																7706

				8609																																																				5509																						116		7704		5602		2102				7006

				8609																																																				5509

				8609																																																				5509																						116		4907		5602		4101				9102

		248		7302		辻井				風雅		2		(南　丹)																																										4103		高橋				直樹		2		(山　城)		288																7706

				7302																																																				4103																						117		6307		5603		704				5209

				7302																																																				4103

				7302																																																				4103																						117		6307		5603		4101				5804

		249		7905		加茂				英敏		1		(西　京)																																										4709		田村				全臣		1		(鳥　羽)		289																7706

				7905																																																				4709																						118		4102		5604		-1502				9907

				7905																																																				4709

				7905																																																				4709																						118		4102		5604		4101				4408

		250		6905		白川				直樹		1		(木　津)																																										5216		竹内				廉		2		(桃　山)		290																7706

				6905																																																				5216																						119		9702		5801		3901				4702

				6905																																																				5216

				6905																																																				5216																						119		9702		5801		4101				6301

		251		9804		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										6310		辻本				高宏		1		(城　陽)		291																7706

				9804																																																				6310																						120		4903		5802		-899				7907

				9804																																																				6310

				9804																																																				6310																						120		5507		5802		4101				7003

		252		6402		細井				裕太		1		(西城陽)																																										8301		森下				直活		1		(紫　野)		292																7706

				6402																																																				8301																						121		5210		5803		-593				4903

				6402																																																				8301

				6402																																																				8301																						121		5210		5803		4101				6209

		253		5206		榎本				直紀		1		(桃　山)																																										7201		上坊				光輝		1		(亀　岡)		293																7706

				5206																																																				7201																						122		5507		5804		-297				5603

				5206																																																				7201

				5206																																																				7201																						122		7704		5804		4101				6403

		254		9305		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										5408		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		294																7706

				9305																																																				5408																						123		6210		5805		405				5502

				9305																																																				5408

				9305																																																				5408																						123		6210		5805		4101				5102

		255		7009		井坂				匠		2		(南　陽)																																										7907		橋本				侑樹		1		(西　京)		295																7706

				7009																																																				7907																						124		7904		6201		1703				4811

				7009																																																				7907

				7009																																																				7907																						124		7904		6201		4101				8905

		256		5512		足立				央歩		2		(すばる)																																										5809		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		296																7706

				5512																																																				5809																						125		8308		6202		2106				4403

				5512																																																				5809

				5512																																																				5809																						125		8308		6202		4101				7702

		257		4905		中井				涼矢		1		(北嵯峨)																																										5506		平良				柊		1		(すばる)		297																7706

				4905																																																				5506																						126		5110		6203		-1093				5304

				4905																																																				5506

				4905																																																				5506																						126		5110		6203		4101				7104

		258		7101		黒川				拓馬		2		(北桑田)																																										8607		角田				智哉		2		(京教附)		298																7706

				7101																																																				8607																						127		5601		6204		-603				9901

				7101																																																				8607

				7101																																																				8607																						127		5601		6204		4101				4103

		259		6208		西原				崇人		1		(莵　道)																																										5601		森本				達也		2		(向　陽)		299																7706

				6208																																																				5601																						128		7007		6205		802				5512

				6208																																																				5601

				6208																																																				5601																						128		7007		6205		4101				5207

		260		4807		清水				蒼太		1		(嵯峨野)																																										9904		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		300																7706

				4807																																																				9904																						129		5803		6206		-403				4805

				4807																																																				9904

				4807																																																				9904																						129		5803		6206		4101				6904

		261		8615		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										5220		林				登生		2		(桃　山)		301																7706

				8615																																																				5220																						130		9905		6207		3698				6805

				8615																																																				5220

				8615																																																				5220																						130		9905		6207		4101				6410

		262		6301		藤村				悠暉		1		(城　陽)																																										5101		大内				隼		2		(洛　西)		302																7706

				6301																																																				5101																						131		6405		6208		197				9001

				6301																																																				5101

				6301																																																				5101																						131		6405		6208		4101				8601

		263		5501		髙橋				隼人		2		(すばる)																																										5202		太田				雄大		2		(桃　山)		303																7706

				5501																																																				5202																						132		9104		6209		2895				7014

				5501																																																				5202

				5501																																																				5202																						132		9104		6209		4101				4909

		264		6416		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										6808		矢田				一樹		1		(田　辺)		304																7706

				6416																																																				6808																						133		4411		6210		-1799				4705

				6416																																																				6808

				6416																																																				6808																						133		4411		6210		4101				8305

		265		6211		茨木				裕平		1		(莵　道)																																										7010		藤澤				遼		2		(南　陽)		305																7706

				6211																																																				7010																						134		4817		6211		-1394				5113

				6211																																																				7010

				6211																																																				7010																						134		4817		6211		4101				4412

		266		5212		伊川				颯馬		1		(桃　山)																																										6209		岸				友規		2		(莵　道)		306																7706

				5212																																																				6209																						135		4701		6212		-1511				7205

				5212																																																				6209

				5212																																																				6209																						135		4701		6212		4101				6201

		267		7004		山村				龍矢		2		(南　陽)																																										6404		栗林				輝人		2		(西城陽)		307																7706

				7004																																																				6404																						136		4101		6213		-2112

				7004																																																				6404

				7004																																																				6404																						136		4101		6213		4101

		268		5803		岡田				泰地		1		(西乙訓)																																										8606		八鳥				雅志		2		(京教附)		308																7706

				5803																																																				8606																						137		4816		6301		-1485

				5803																																																				8606

				5803																																																				8606																						137		4816		6301		4101

		269		4707		向井				一馬		2		(鳥　羽)																																										4806		渡邉				悠太郎		2		(嵯峨野)		309																7706

				4707																																																				4806																						138		9106		6302		2804

				4707																																																				4806

				4707																																																				4806																						138		9106		6302		4101

		270		9404		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										7705		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		310																7706

				9404																																																				7705																						139		9906		6303		3603

				9404																																																				7705

				9404																																																				7705																						139		9906		6303		4101

		271		4406		山田				仁		2		(北　稜)																																										5526		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		311																7706

				4406																																																				5526																						140		6304		6304		0

				4406																																																				5526

				4406																																																				5526																						140		4906		6304		4101

		272		8601		平林				隼人		1		(京教附)																																										9301		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		312																7706

				8601																																																				9301																						141		7902		6305		1597

				8601																																																				9301

				8601																																																				9301																						141		7902		6305		4101

		273		9102		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										5802		佐野				俊介		2		(西乙訓)		313

				4902																																																				5802

				4902																																																				5802

				4902																																																				5802

		274		5513		津髙				翔		1		(すばる)																																										4909		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		314

				5306																																																				4909

				5306																																																				4909

				5306																																																				4909

		275		6806		香村				優暢		1		(田　辺)																																										9402		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		315

				9102																																																				9402

				9102																																																				9402

				9102																																																				9402

		276		7802		坂口				順彦		2		(伏見工)																																										5514		川本				雅大		1		(すばる)		316

				5513																																																				5514

				5513																																																				5514

				5513																																																				5514

		277		4902		西川				匠		1		(北嵯峨)																																										5306		奥村				幸亮		2		(東　稜)		317																7706

				7802																																																				5307																						142		7013		6306		707

				7802																																																				5307

				7802																																																				5307																						142		7013		6306		4101

		278		5103		川上				颯		1		(洛　西)																																										5702		寺崎				直人		1		(乙　訓)		318

				5103																																																				5702

				5103																																																				5702

				5103																																																				5702

		279		5307		田中				郁人		1		(東　稜)																																										6304		小山				大輝		1		(城　陽)		319

				6806																																																				6304

				6806																																																				6304

				6806																																																				6304

		280		5219		水谷				和弥		1		(桃　山)																																										6406		齊藤				至宝		2		(西城陽)		320

				5219																																																				6406

				5219																																																				6406

				5219																																																				6406

		281		7707		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																										4715		横谷				光祐		2		(鳥　羽)		321																7706

				7707																																																				4715																						143		7302		6307		995

				7707																																																				4715

				7707																																																				4715																						143		7302		6307		4101

		282		4611		小寺				健太		1		(洛　東)																																										8903		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		322																7706

				4611																																																				8903																						144		7101		6401		700

				4611																																																				8903

				4611																																																				8903																						144		7101		6401		4101

																																																								4602		土屋				方信		2		(洛　東)		323																7706

																																																								4602																						145		9003		6402		2601

																																																								4602

																																																								4602																						145		9003		6402		4101

																																																																																				7706

																																																																														146		5115		6403		-1288



																																																																														146		5115		6403		4101

																																																																																				7706

																																																																														147		4907		6404		-1497

																																																																								stop

																																																																														147		8306		6404		4101

																																																																																				7706

																																																																														148		7703		6405		1298



																																																																														148		7703		6405		4101

																																																																																				7706

																																																																														149		7002		6406		596



																																																																														149		7002		6406		4101

																																																																																				7706

																																																																														150		4409		6407		-1998



																																																																														150		4409		6407		4101

																																																																																				7706

																																																																														151		6213		6408		-195



																																																																														151		6213		6408		4101

																																																																																				7706

																																																																														152		5203		6409		-1206



																																																																														152		5203		6409		4101

																																																																																				7706

																																																																														153		6502		6410		92



																																																																														153		6502		6410		4101

																																																																																				7706

																																																																														154		4808		6411		-1603



																																																																														154		4808		6411		4101

																																																																																				7706

																																																																														155		4405		6412		-2007



																																																																														155		4405		6412		4101

																																																																																				7706

																																																																														156		6402		6501		-99



																																																																														156		6402		6501		4101

																																																																																				7706

																																																																														157		9304		6502		2802



																																																																														157		9304		6502		4101

																																																																																				7706

																																																																														158		7909		6503		1406



																																																																														158		7909		6503		4101

																																																																																				7706

																																																																														159		5107		6504		-1397



																																																																														159		5107		6504		4101

																																																																																				7706

																																																																														160		6204		6801		-597



																																																																														160		6204		6801		4101

																																																																																				7706

																																																																														161		5501		6802		-1301



																																																																														161		5501		6802		4101

																																																																																				7706

																																																																														162		5303		6803		-1500



																																																																														162		5303		6803		4101

																																																																																				7706

																																																																														163		6906		6804		102



																																																																														163		6906		6804		4101

																																																																																				7706

																																																																														164		8306		6805		1501



																																																																														164		5602		6805		4101

																																																																																				7706

																																																																														165		7009		6901		108



																																																																														165		7009		6901		4101

																																																																																				7706

																																																																														166		4707		6902		-2195



																																																																														166		4707		6902		4101

																																																																																				7706

																																																																														167		4911		6903		-1992



																																																																														167		4911		6903		4101

																																																																																				7706

																																																																														168		7711		6904		807



																																																																														168		7711		6904		4101

																																																																																				7706

																																																																														169		9701		6905		2796



																																																																														169		9701		6905		4101

																																																																																				7706

																																																																														170		4401		6906		-2505



																																																																														170		4401		6906		4101

																																																																																				7706

																																																																														171		5307		6907		-1600



																																																																														171		5307		6907		4101

																																																																																				7706

																																																																														172		5515		6908		-1393



																																																																														172		5515		6908		4101

																																																																																				7706

																																																																														173		4110		7001		-2891



																																																																														173		4110		7001		4101

																																																																																				7706

																																																																														174		6804		7002		-198



																																																																														174		6804		7002		4101

																																																																																				7706

																																																																														175		5105		7003		-1898



																																																																														175		5105		7003		4101

																																																																																				7706

																																																																														176		4812		7004		-2192



																																																																														176		4812		7004		4101

																																																																																				7706

																																																																														177		7008		7005		3



																																																																														177		7008		7005		4101

																																																																																				7706

																																																																														178		5801		7006		-1205



																																																																														178		5801		7006		4101

																																																																																				7706

																																																																														179		9103		7007		2096



																																																																														179		9103		7007		4101

																																																																																				7706

																																																																														180		7708		7008		700



																																																																														180		7708		7008		4101

																																																																																				7706

																																																																														181		7202		7009		193



																																																																														181		7202		7009		4101

																																																																																				7706

																																																																														182		7105		7010		95



																																																																														182		7105		7010		4101

																																																																																				7706

																																																																														183		9904		7011		2893



																																																																														183		9904		7011		4101

																																																																																				7706

																																																																														184		5206		7012		-1806



																																																																														184		5206		7012		4101

																																																																																				7706

																																																																														185		6412		7013		-601



																																																																														185		6412		7013		4101

																																																																																				7706

																																																																														186		4703		7014		-2311



																																																																														186		4703		7014		4101

																																																																																				7706

																																																																														187		6203		7015		-812



																																																																														187		6203		7015		4101

																																																																																				7706

																																																																														188		5508		7016		-1508



																																																																														188		5508		7016		4101

																																																																																				7706

																																																																														189		8304		7017		1287



																																																																														189		8304		7017		4101

																																																																																				7706

																																																																														190		5108		7018		-1910



																																																																														190		5108		7018		4101

																																																																																				7706

																																																																														191		5602		7101		-1499



																																																																														191		6304		7101		4101

																																																																																				7706

																																																																														192		5211		7102		-1891



																																																																														192		5211		7102		4101

																																																																																				7706

																																																																														193		6408		7103		-695



																																																																														193		6408		7103		4101

																																																																																				7706

																																																																														194		4104		7104		-3000



																																																																														194		4104		7104		4101

																																																																																				7706

																																																																														195		6901		7105		-204



																																																																														195		6901		7105		4101

																																																																																				7706

																																																																														196		8903		7106		1797



																																																																														196		8903		7106		4101

																																																																																				7706

																																																																														197		9306		7107		2199



																																																																														197		9306		7107		4101

																																																																																				7706

																																																																														198		4904		7201		-2297



																																																																														198		4902		7201		4101

																																																																																				7706

																																																																														199		4804		7202		-2398



																																																																														199		4804		7202		4101

																																																																																				7706

																																																																														200		5001		7203		-2202



																																																																														200		5001		7203		4101

																																																																																				7706

																																																																														201		7016		7204		-188



																																																																														201		7016		7204		4101

																																																																																				7706

																																																																														202		7908		7205		703



																																																																														202		7908		7205		4101

																																																																																				7706

																																																																														203		4601		7301		-2700



																																																																														203		4601		7301		4101

																																																																																				7706

																																																																														204		5201		7302		-2101



																																																																														204		5201		7302		4101

																																																																																				7706

																																																																														205		7107		7303		-196



																																																																														205		7107		7303		4101

																																																																																				7706

																																																																														206		7015		7304		-289



																																																																														206		7015		7304		4101

																																																																																				7706

																																																																														207		4809		7305		-2496



																																																																														207		4809		7305		4101

																																																																																				7706

																																																																														208		6905		7701		-796



																																																																														208		6905		7701		4101

																																																																																				7706

																																																																														209		8902		7702		1200



																																																																														209		8902		7702		4101

																																																																																				7706

																																																																														210		7203		7703		-500



																																																																														210		7203		7703		4101

																																																																																				7706

																																																																														211		6212		7704		-1492



																																																																														211		6212		7704		4101

																																																																																				7706

																																																																														212		6801		7705		-904



																																																																														212		6801		7705		4101

																																																																																				7706

																																																																														213		9303		7706		1597



																																																																														213		9303		7706		4101

																																																																																				7706

																																																																														214		5114		7707		-2593



																																																																														214		5114		7707		4101

																																																																																				7706

																																																																														215		4106		7708		-3602



																																																																														215		4106		7708		4101

																																																																																				7706

																																																																														216		7705		7709		-4



																																																																														216		7705		7709		4101

																																																																																				7706

																																																																														217		6305		7710		-1405



																																																																														217		6305		7710		4101

																																																																																				7706

																																																																														218		4906		7711		-2805



																																																																														218		4908		7711		4101

																																																																																				7706

																																																																														219		5513		7901		-2388



																																																																														219		5513		7901		4101

																																																																																				7706

																																																																														220		5305		7902		-2597



																																																																														220		5305		7902		4101

																																																																																				7706

																																																																														221		4802		7903		-3101



																																																																														221		4802		7903		4101

																																																																																				7706

																																																																														222		7903		7904		-1



																																																																														222		7903		7904		4101

																																																																																				7706

																																																																														223		6504		7905		-1401



																																																																														223		6504		7905		4101

																																																																																				7706

																																																																														224		6207		7906		-1699



																																																																														224		6207		7906		4101

																																																																																				7706

																																																																														225		5505		7907		-2402



																																																																														225		5505		7907		4101

																																																																																				7706

																																																																														226		4111		7908		-3797



																																																																														226		4111		7908		4101

																																																																																				7706

																																																																														227		6407		7909		-1502



																																																																														227		6407		7909		4101

																																																																																				7706

																																																																														228		5103		7910		-2807



																																																																														228		5103		7910		4101

																																																																																				7706

																																																																														229		8301		8301		0



																																																																														229		8301		8301		4101

																																																																																				7706

																																																																														230		7303		8302		-999



																																																																														230		7303		8302		4101

																																																																																				7706

																																																																														231		7006		8303		-1297



																																																																														231		7006		8303		4101

																																																																																				7706

																																																																														232		9102		8304		798



																																																																														232		9102		8304		4101

																																																																																				7706

																																																																														233		5209		8305		-3096



																																																																														233		5209		8305		4101

																																																																																				7706

																																																																														234		5804		8306		-2502



																																																																														234		5804		8306		4101

																																																																																				7706

																																																																														235		9907		8307		1600



																																																																														235		9907		8307		4101

																																																																																				7706

																																																																														236		4408		8308		-3900



																																																																														236		4408		8308		4101

																																																																																				7706

																																																																														237		4702		8601		-3899



																																																																														237		4702		8601		4101

																																																																																				7706

																																																																														238		6301		8602		-2301



																																																																														238		6301		8602		4101

																																																																																				7706

																																																																														239		7907		8603		-696



																																																																														239		7907		8603		4101

																																																																																				7706

																																																																														240		4909		8901		-3992



																																																																														240		7003		8901		4101

																																																																																				7706

																																																																														241		7003		8902		-1899



																																																																														241		4903		8902		4101

																																																																																				7706

																																																																														242		6209		8903		-2694



																																																																														242		6209		8903		4101

																																																																																				7706

																																																																														243		5603		8904		-3301



																																																																														243		5603		8904		4101

																																																																																				7706

																																																																														244		6403		8905		-2502



																																																																														244		6403		8905		4101

																																																																																				7706

																																																																														245		5502		8906		-3404



																																																																														245		5502		8906		4101

																																																																																				7706

																																																																														246		5102		9001		-3899



																																																																														246		5102		9001		4101

																																																																																				7706

																																																																														247		4811		9002		-4191



																																																																														247		4404		9002		4101

																																																																																				7706

																																																																														248		8905		9003		-98



																																																																														248		8905		9003		4101

																																																																																				7706

																																																																														249		4403		9101		-4698



																																																																														249		7702		9101		4101

																																																																																				7706

																																																																														250		7702		9102		-1400



																																																																														250		5304		9102		4101

																																																																																				7706

																																																																														251		5304		9103		-3799



																																																																														251		4811		9103		4101

																																																																																				7706

																																																																														252		7104		9104		-2000



																																																																														252		7104		9104		4101

																																																																																				7706

																																																																														253		9901		9105		796



																																																																														253		9901		9105		4101

																																																																																				7706

																																																																														254		4103		9106		-5003



																																																																														254		4103		9106		4101

																																																																																				7706

																																																																														255		5512		9301		-3789



																																																																														255		5512		9301		4101

																																																																																				7706

																																																																														256		5207		9302		-4095



																																																																														256		5207		9302		4101

																																																																																				7706

																																																																														257		4805		9303		-4498



																																																																														257		4805		9303		4101

																																																																																				7706

																																																																														258		6904		9304		-2400



																																																																														258		6904		9304		4101

																																																																																				7706

																																																																														259		6805		9305		-2500



																																																																														259		6805		9305		4101

																																																																																				7706

																																																																														260		6410		9306		-2896



																																																																														260		6410		9306		4101

																																																																																				7706

																																																																														261		9001		9701		-700



																																																																														261		9001		9701		4101

																																																																																				7706

																																																																														262		8601		9702		-1101



																																																																														262		8601		9702		4101

																																																																																				7706

																																																																														263		7014		9703		-2689



																																																																														263		7014		9703		4101

																																																																																				7706

																																																																														264		4908		9901		-4993



																																																																														264		4909		9901		4101

																																																																																				7706

																																																																														265		4705		9902		-5197



																																																																														265		4705		9902		4101

																																																																																				7706

																																																																														266		8305		9903		-1598



																																																																														266		8305		9903		4101

																																																																																				7706

																																																																														267		5113		9904		-4791



																																																																														267		5113		9904		4101

																																																																																				7706

																																																																														268		4412		9905		-5493



																																																																														268		4412		9905		4101

																																																																																				7706

																																																																														269		7205		9906		-2701



																																																																														269		7205		9906		4101

																																																																																				7706

																																																																														270		6201		9907		-3706



																																																																																		9907		4101

																																																																																				7706

























































































準決勝　　　水野　　3 - 0　　中井　　　，　　小川　　3 - 2　　小松　

決勝　　　小豆澤　(北嵯峨)　3 - 1　中村　(洛　東)

水野　（莵道）

中井　（鳥羽）

決勝　　　小川　(桃　山)　　3 - 1　 水野　(莵　道)　

小川　（桃山）

(個人の部)    　     男 子 シ ン グ ル ス　　　＜ そ の １ ＞

男 子 シ ン グ ル ス　　　＜ そ の ２ ＞

男 子 シ ン グ ル ス　　　＜ そ の ３ ＞

男 子 シ ン グ ル ス　　　＜ そ の ４ ＞

小松　（山城）



女子シングルス（ドロー用）







						Code				名　前 ナ マエ				学校 ガッコウ																																								Code				名　前 ナ マエ		学校 ガッコウ		学校 ガッコウ









		1		1																																																												5		32







		2																																																												0				33







		3														2-0																																														0				34







		4														1-1																																														0				35







		5														0-2																																														0				36







		6																																																												0				37







		7		32												2-0																																														0				38







		8		17												1-1																																														0		28		39







		9														0-2																																														0		21		40







		10																																																												0				41







		11																																																												0				42







		12																																																												0				43







		13														2-0																																														0				44







		14														1-1																																														0				45







		15		16												0-2																																														0				46







		16		9																																																										0		12		47







		17														2-0																																														0		13		48







		18														1-1																																														0				49







		19														0-2																																														0				50







		20																																																												0				51







		21																																																												0				52







		22																																																												0				53







		23		24																																																										0				54







		24		25																																																										0		20		55







		25														2-0																																														0		29		56







		26														1-1																																														0				57







		27														0-2																																														0				58







		28																																																												0				59







		29														2-0																																														0				60







		30														1-1																																														0				61







		31		8												0-2																																														0		4		62



























						Code				名　前 ナ マエ				学校 ガッコウ																																								Code				名　前 ナ マエ		学校 ガッコウ









		63		3																																																												7		94







		64																																																												0				95







		65														2-0																																														0				96







		66														1-1																																														0				97







		67														0-2																																														0				98







		68																																																												0				99







		69		30												2-0																																														0				100







		70		19												1-1																																														0		26		101







		71														0-2																																														0		23		102







		72																																																												0				103







		73														1-1																																														0				104







		74																																																												0				105







		75														0-2																																														0				106







		76														1-1																																														0				107







		77		14												0-2																																														0				108







		78		11																																																										0		10		109







		79														0-2																																														0		15		110







		80																																																												0				111







		81														2-0																																														0				112







		82														1-1																																														0				113







		83														0-2																																														0				114







		84																																																												0				115







		85		22																																																										0				116







		86		27																																																										0		18		117







		87														2-0																																														0		31		118







		88														1-1																																														0				119







		89														0-2																																														0				120







		90																																																												0				121







		91														2-0																																														0				122







		92														1-1																																														0				123







		93		6												0-2																																														0		2		124



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































麻　（西京）

女 子 シ ン グ ル ス　　　＜ そ の １ ＞

麻　（西京）

女 子 シ ン グ ル ス　　　＜ そ の ２ ＞　



女子シングルス（トーナメント）







						名 メイ				前 マエ				学校 ガッコウ																																								名 メイ				前 マエ				学校 ガッコウ









		1		4601		今西				梓		2		(洛　東)																																						4901		八木				望		2		(北嵯峨)		32

				4601																																																4901

				4601																																																4901

				4601																																																4901

		2		8608		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						7005		小西				春帆		1		(南　陽)		33

				7202																																																7005

				7202																																																7005

				7202																																																7005

		3		4707		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						5304		宮前				藍		1		(東　稜)		34

				4707																																																5304

				4707																																																5304

				4707																																																5304

		4		7202		清水				真子		1		(亀　岡)																																						6405		東				誉子		1		(西城陽)		35

				9901																																																6405

				9901																																																6405

				9901																																																6405

		5		9901		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						5102		寺西				桃子		1		(洛　西)		36

				8608																																																5102

				8608																																																5102

				8608																																																5102

		6		5508		福本				鈴		2		(すばる)																																						5507		吉岡				実穂		2		(すばる)		37

				5508																																																5507

				5508																																																5507

				5508																																																5507

		7		7902		澤				彩香		2		(西　京)																																						4608		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		38

				7902																																																4608

				7902																																																4608

				7902																																																4608

		8		5501		畑矢				真穂		2		(すばる)																																						9304		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		39

				5501																																																9304

				5501																																																9304

				5501																																																9304

		9		6407		平原				里菜		1		(西城陽)																																						5201		髙木				莉紗		1		(桃　山)		40

				6407																																																5201

				6407																																																5201

				6407																																																5201

		10		4402		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						9306		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		41

				4402																																																9402

				4402																																																9402

				4402																																																9402

		11		6902		森本				真央		2		(木　津)																																						4403		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		42

				6902																																																4403

				6902																																																4403

				6902																																																4403

		12		7002		山口				葵		1		(南　陽)																																						5001		坂本				飛鳥		2		(　桂　)		43

				4902																																																5001

				4902																																																5001

				4902																																																5001

		13		4902		山内				藍里		2		(北嵯峨)																																						8602		栗原				有希		2		(京教附)		44

				7002																																																8602

				7002																																																8602

				7002																																																8602

		14		5208		石井				美優		2		(桃　山)																																						7903		宮崎				明子		2		(西　京)		45

				5208																																																7903

				5208																																																7903

				5208																																																7903

		15		9301		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						8901		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		46

				9301																																																8901

				9301																																																8901

				9301																																																8901

		16		6201		安達				麻衣子		2		(莵　道)																																						4702		竹内				ほのか		1		(鳥　羽)		47

				6201																																																4702

				6201																																																4702

				6201																																																4702

		17		9404		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						5302		遠藤				優華		2		(東　稜)		48

				9404																																																5302

				9404																																																5302

				9404																																																5302

		18		4906		大西				優美		1		(北嵯峨)																																						9310		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		49

				4904																																																9310

				4904																																																9310

				4904																																																9310

		19		4705		山本				彩加		1		(鳥　羽)																																						8605		山下				慈		1		(京教附)		50

				4705																																																8605

				4705																																																8605

				4705																																																8605

		20		5203		山﨑				菜摘		1		(桃　山)																																						6501		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		51

				5203																																																6501

				5203																																																6501

				5203																																																6501

		21		8606		今西				優羽		1		(京教附)																																						6901		小池				未夢		2		(木　津)		52

				8606																																																6901

				8606																																																6901

				8606																																																6901

		22		9803		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						5207		木村				優花		2		(桃　山)		53

				9803																																																5207

				9803																																																5207

				9803																																																5207

		23		4604		谷岡				美由紀		2		(洛　東)																																						9402		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		54

				4604																																																9306

				4604																																																9306

				4604																																																9306

		24		9303		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						4606		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		55

				9303																																																4606

				9303																																																4606

				9303																																																4606

		25		7004		東				萌々花		1		(南　陽)																																						9801		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		56

				7004																																																9801

				7004																																																9801

				7004																																																9801

		26		4804		勝見				美咲子		1		(嵯峨野)																																						7906		畑				いぶき		1		(西　京)		57

				4804																																																7906

				4804																																																7906

				4804																																																7906

		27		5305		小山				菜月		2		(東　稜)																																						6202		大塚				栞奈		1		(莵　道)		58

				5305																																																6803

				5305																																																6803

				5305																																																6803

		28		6301		大下				莉奈		1		(城　陽)																																						6803		山川				愛紗		1		(田　辺)		59

				6301																																																6202

				6301																																																6202

				6301																																																6202

		29		5506		寺前				亜美		2		(すばる)																																						4706		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		60

				5506																																																4706

				5506																																																4706

				5506																																																4706

		30		6906		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						5505		中川				紫乃		1		(すばる)		61

				6906																																																5505

				6906																																																5505

				6906																																																5505

		31		6403		吉田				絋実		1		(西城陽)																																						4801		阿部				綾花		2		(嵯峨野)		62

				6403																																																4801

				6403																																																4801

				6403																																																4801





















						名 メイ				前 マエ				学校 ガッコウ																																								名 メイ				前 マエ				学校 ガッコウ









		63		5301		礒谷				日奈乃		2		(東　稜)																																						4602		近記				百香		2		(洛　東)		94

				5301																																																4602

				5301																																																4602

				5301																																																4602

		64		4905		髙橋				茉那		1		(北嵯峨)																																						6406		松村				優衣		1		(西城陽)		95

				6802																																																9805

				6802																																																9805

				6802																																																9805

		65		9309		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						5206		東				莉那		1		(桃　山)		96

				8603																																																5206

				8603																																																5206

				8603																																																5206

		66		6802		加藤				楓子		2		(田　辺)																																						9902		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		97

				5202																																																4903

				5202																																																4903

				5202																																																4903

		67		5202		服部				聖来		1		(桃　山)																																						7901		今西				陽世里		1		(西　京)		98

				4906																																																7901

				4906																																																7901

				4906																																																7901

		68		7905		槌田				彩乃		1		(西　京)																																						4904		滝澤				純菜		2		(北嵯峨)		99

				7905																																																9902

				7905																																																9902

				7905																																																9902

		69		9401		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						9805		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		100

				9401																																																6406

				9401																																																6406

				9401																																																6406

		70		4703		庄野				あかり		2		(鳥　羽)																																						6203		今西				純		1		(莵　道)		101

				4703																																																6203

				4703																																																6203

				4703																																																6203

		71		9307		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						9302		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		102

				9307																																																9302

				9307																																																9302

				9307																																																9302

		72		5401		渡邉				小雪		1		(洛　水)																																						5509		北村				たえ		2		(すばる)		103

				5401																																																5509

				5401																																																5509

				5401																																																5509

		73		6404		今村				彩乃		1		(西城陽)																																						7003		田井				風花		1		(南　陽)		104

				6404																																																7003

				6404																																																7003

				6404																																																7003

		74		5503		中川				陽奈子		1		(すばる)																																						6801		高崎				南欧		2		(田　辺)		105

				5503																																																6801

				5503																																																6801

				5503																																																6801

		75		6204		磯部				風羽		1		(莵　道)																																						4401		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		106

				6204																																																4401

				6204																																																4401

				6204																																																4401

		76		8603		新				由子		1		(京教附)																																						8604		奈良				むらさ希		1		(京教附)		107

				9309																																																8604

				9309																																																8604

				9309																																																8604

		77		4605		奥原				未来		1		(洛　東)																																						6905		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		108

				4605																																																6905

				4605																																																6905

				4605																																																6905

		78		4603		木下				美菜		2		(洛　東)																																						4701		西田				京香		1		(鳥　羽)		109

				4603																																																4701

				4603																																																4701

				4603																																																4701

		79		9804		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						5303		上原				夕夏		2		(東　稜)		110

				9804																																																5303

				9804																																																5303

				9804																																																5303

		80		4101		北村				萌夏		1		(山　城)																																						9403		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		111

				4101																																																9403

				4101																																																9403

				4101																																																9403

		81		5504		辻				朱利		1		(すばる)																																						6903		三木				柚花		2		(木　津)		112

				5504																																																6903

				5504																																																6903

				5504																																																6903

		82		8601		青木				まり子		2		(京教附)																																						7201		岡本				咲紀		2		(亀　岡)		113

				8601																																																7201

				8601																																																7201

				8601																																																7201

		83		7904		西田				華月		1		(西　京)																																						9802		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		114

				7904																																																4607

				7904																																																4607

				7904																																																4607

		84		5306		姫野				真衣		1		(東　稜)																																						5204		輕尾				有紗		1		(桃　山)		115

				5306																																																6205

				5306																																																6205

				5306																																																6205

		85		5101		山本				莉子		1		(洛　西)																																						8607		齋城				諄美		1		(京教附)		116

				5101																																																9308

				5101																																																9308

				5101																																																9308

		86		9305		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						5502		中村				朝美		2		(すばる)		117

				9305																																																5502

				9305																																																5502

				9305																																																5502

		87		6904		亀山				美乃		1		(木　津)																																						6402		東野				愛		2		(西城陽)		118

				6904																																																6402

				6904																																																6402

				6904																																																6402

		88		4903		上野				奈美		2		(北嵯峨)																																						9308		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		119

				4905																																																9802

				4905																																																9802

				4905																																																9802

		89		4803		下村				りか		1		(嵯峨野)																																						4704		藤田				綾乃		1		(鳥　羽)		120

				4803																																																8607

				4803																																																8607

				4803																																																8607

		90		7001		木ノ上				莉那		2		(南　陽)																																						7701		能勢				小弥加		2		(洛陽工)		121

				7001																																																4704

				7001																																																4704

				7001																																																4704

		91		5205		廣瀨				友唯		2		(桃　山)																																						6205		倉谷				七菜		2		(莵　道)		122

				5205																																																5204

				5205																																																5204

				5205																																																5204

		92		9903		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																						4607		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		123

				9903																																																7701

				9903																																																7701

				9903																																																7701

		93		6401		平川				麻耶		2		(西城陽)																																						4802		八束				菜々子		2		(嵯峨野)		124

				6401

				6401

				6401





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































麻　（西京）

女 子 シ ン グ ル ス　　　＜ そ の １ ＞

麻　（西京）

女 子 シ ン グ ル ス　　　＜ そ の ２ ＞



女子シングルス（予選＋決勝）







				シード						code						名 メイ		前 マエ				学校 ガッコウ																																				code						名 メイ		前 マエ				学校 ガッコウ				シード







																																																																																																								1		7901

		1		1		5201										髙木		莉紗		1		(桃　山)																																6401										平川		麻耶		2		(西城陽)				5		30						3-0				11		4602		1		1





																																																																																																								1		7901

																																																																																		2-1						4602		1		1





																																																																																																								2		7202

		2		33		9801		1								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2-0																														4703		1								庄野		あかり		2		(鳥　羽)		2-0		37		31						0-3				12		7301		2		2





																																																																																																								2		7202

		3				7904		2								西田		華月		1		(西　京)		1-1																														5104		2								高橋		愛香		1		(洛　西)		1-1				32						1-2						7301		2		2





																																																																																																								3		5106

		4				8606		3								今西		優羽		1		(京教附)		0-2																														7302		3								尾野		葉月		1		(南　丹)		0-2				33										13		9403		3		3





																																																																																																								3		5106

																																																																																								9403		3		3

																																																																																		2-1



																																																																																																								4		9105

		5		32		4804		1								勝見		美咲子		1		(嵯峨野)		2-0																														6902		1								森本		真央		2		(木　津)		2-0		28		34										14		5504		4		4

																																																																																		3-0



																																																																																																								4		9105

		6				6404		2								今村		彩乃		1		(西城陽)		1-1																														9103		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1				35												5504		4		4

																																																																																		1-2



																																																																																																								5		5207

		7				4402		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2																														4903		3								上野		奈美		2		(北嵯峨)		0-2				36										15		7005		5		5

																																																																																		0-3



																																																																																																										5207

																																																																																								7005		5		5





																																																																																																								6		8901

		8		17		4702										竹内		ほのか		1		(鳥　羽)																																7002										山口		葵		1		(南　陽)		1-1		21		37







																																																																																								9003		1		6





																																																																																																								7		5502

		9		48		5102		1								寺西		桃子		1		(洛　西)		2-0																														9301		1								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2-0		44		38										22		4701		2		7





																																																																																																								7		5502

		10				9305		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1																														5205		2								廣瀨		友唯		2		(桃　山)		1-1				39												4701		2		7





																																																																																																								8		8603

		11				5505		3								中川		紫乃		1		(すばる)		0-2																														6406		3								松村		優衣		1		(西城陽)		0-2				40										23		6902		3		8





																																																																																																								8		8603

																																																																																								6902		3		8





																																																																																																								9		4704

		12		49		5001		1								坂本		飛鳥		2		(　桂　)		2-0																														5303		1								上原		夕夏		2		(東　稜)		2-0		53		41										24		8302		4		9





																																																																																																								9		4704

		13				9405		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1																														8603		2								新		由子		1		(京教附)		1-1				42												8302		4		9





																																																																																		3-0																						10		6202

		14				7009		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2																														8902		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2				43										31		5204		1		10		3





																																																																																		1-2																						10		6202

																																																																																								5204		1		10





																																																																																		2-1																						11		6501

		15		16		4601										今西		梓		2		(洛　東)																																6202										大塚		栞奈		1		(莵　道)				12		44										32		5302		2		11		4





																																																																																		0-3																						11		6501

																																																																																								5302		2		11





																																																																																																								12		6403

		16		9		5501										畑矢		真穂		2		(すばる)																																4802										八束		菜々子		2		(嵯峨野)				13		45										33		8602		3		12		5





																																																																																																								12		6403

																																																																																								8602		3		12





																																																																																																								13		7006

		17		41		4901		1								八木		望		2		(北嵯峨)		2-0																														7901		1								今西		陽世里		1		(西　京)		2-0		52		46										34		9304		4		13		6





																																																																																																								13		7006

		18				9002		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1																														9803		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1				47												9304		4		13





																																																																																																								14		5203

		19				5208		3								石井		美優		2		(桃　山)		0-2																														6408		3								西田		エリカ		1		(西城陽)		0-2				48										41		6402		1		14		7





																																																																																																								14		5203

																																																																																								6402		1		14





																																																																																																								15		7001

		20		24		4803		1								下村		りか		1		(嵯峨野)		2-0																														5801		1								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2-0		45		49										42		6203		2		15		8





																																																																																																								15		7001

		21				8602		2								栗原		有希		2		(京教附)		1-1																														9402		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1				50												6203		2		15





																																																																																																								16		5303

		22				4706		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2																														7007		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2				51										43		7903		3		16		9





																																																																																																								16		5303

																																																																																								7903		3		16





																																																																																																								17		9303

		23		25		9101		1								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2-0																														4605										奥原		未来		1		(洛　東)		1-1		20		52										44		4606		4		17		10





																																																																																																								17		9303

		24				6905		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1







		25				6407		3								平原		里菜		1		(西城陽)		0-2																														5204		1								輕尾		有紗		1		(桃　山)		2-0		29		53







																																																						4705		2								山本		彩加		1		(鳥　羽)		1-1				54												4606		4		17





																																																																																																								18		9002

		26		40		4604		1								谷岡		美由紀		2		(洛　東)		2-0																														8605		3								山下		慈		1		(京教附)		0-2				55										51		5802		1		18		11





																																																																																																								18		9002

		27				7004		2								東		萌々花		1		(南　陽)		1-1







		28				9306		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2																														5503		1								中川		陽奈子		1		(すばる)		2-0		36		56







																																																						6802		2								加藤		楓子		2		(田　辺)		1-1				57												5802		1		18





																																																																																																								19		4801

		29		8		5301										礒谷		日奈乃		2		(東　稜)		2-0																														9004		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2				58										52		9101		2		19		12





																																																																																																								19		4801

																								1-1																																								0		0		0		0		1-1																9101		2		19





																																																																																																								20		5802

																								0-2																														5101										山本		莉子		1		(洛　西)				4		59										53		5306		3		20		13





																																																																																																								20		5802

																																																																																								5306		3		20





																																																																																																								21		5105

																																																																																						54		5206		4		21		14





																																																																																																								21		5105

																																																																																								5206		4		21





																																																																																																								22		6901







				シード						code						名 メイ		前 マエ				学校 ガッコウ																																				code						名 メイ		前 マエ				学校 ガッコウ				シード







																																																																																																								1		7901

		60		3		5203										山﨑		菜摘		1		(桃　山)																																5202										服部		聖来		1		(桃　山)				7		92						3-0				11		4602		1		1





																																																																																																								1		7901

																																																																																		2-1						4602		1		1





																																																																																																								2		7202

		61		35		4704		1								藤田		綾乃		1		(鳥　羽)		2-0																														6402		1								東野		愛		2		(西城陽)		2-0		39		93						0-3				12		7301		2		2





																																																																																																								2		7202

		62				9003		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1																														5002		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1				94						1-2						7301		2		2





																																																																																																								3		5106

		63				8604		3								奈良		むらさ希		1		(京教附)		0-2																														5506		3								寺前		亜美		2		(すばる)		0-2				95										13		9403		3		3





																																																																																																								3		5106

																																																																																								9403		3		3

																																																																																		2-1



																																																																																																								4		9105

		64		30		6403		1								吉田		絋実		1		(西城陽)		2-0																														4805		1								中澤		初音		1		(嵯峨野)		2-0		26		96										14		5504		4		4

																																																																																		3-0



																																																																																																								4		9105

		65				5305		2								小山		菜月		2		(東　稜)		1-1																														9304		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1				97												5504		4		4

																																																																																		1-2



																																																																																																								5		5207

		66				7008		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2																														4607		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2				98										15		7005		5		5

																																																																																		0-3



																																																																																																										5207

																																																																																								7005		5		5





																																																																																																								6		8901

		67		19		5302										遠藤		優華		2		(東　稜)		1-1																														7001		1								木ノ上		莉那		2		(南　陽)		2-0		23		99										21		9003		1		6





																																																																																																								6		8901

																																																						7902		2								澤		彩香		2		(西　京)		1-1				100







		68		46		4101		1								北村		萌夏		1		(山　城)		0-2																														9802		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2				101







		69				9303		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1																																																																9003		1		6





																																																																																																								7		5502

		70				7006		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2																														5102		1								寺西		桃子		1		(洛　西)		2-0		42		102										22		4701		2		7





																																																																																																								7		5502

																																																						9001		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1				103												4701		2		7





																																																																																																								8		8603

		71		51		4401		1								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2																														6903		3								三木		柚花		2		(木　津)		0-2				104										23		6902		3		8





																																																																																																								8		8603

		72				6801		2								高崎		南欧		2		(田　辺)																																																																		6902		3		8





																																																																																																								9		4704

		73				5107		3								金本		奈々		1		(洛　西)		2-0																														7301		1								新井		優里		1		(南　丹)		2-0		55		105										24		8302		4		9





																																																																																																								9		4704

																								1-1																														9404		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1				106												8302		4		9





																																																																																		3-0																						10		6202

		74		14		9401										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2																														8607		3								齋城		諄美		1		(京教附)		0-2				107										31		5204		1		10		3





																																																																																		1-2																						10		6202

																																																																																								5204		1		10





																																																																																		2-1																						11		6501

		75		11		4601										今西		梓		2		(洛　東)																																4602										近記		百香		2		(洛　東)				10		108										32		5302		2		11		4





																																																																																		0-3																						11		6501

																																																																																								5302		2		11





																																																																																																								12		6403

		76		54		6901		1								小池		未夢		2		(木　津)		2-0																														4701										西田		京香		1		(鳥　羽)				15		109										33		8602		3		12		5





																																																																																																								12		6403

		77				9804		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1																																																																8602		3		12





																																																																																																								13		7006

		78				4707		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2																														5304		1								宮前		藍		1		(東　稜)		2-0		50		110										34		9304		4		13		6





																																																																																																								13		7006

																																																						6904		2								亀山		美乃		1		(木　津)		1-1				111												9304		4		13





																																																																																																								14		5203

		79		43		8601		1								青木		まり子		2		(京教附)		2-0																														9307		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2				112										41		6402		1		14		7





																																																																																																								14		5203

		80				6405		2								東		誉子		1		(西城陽)		1-1																																																																6402		1		14





																																																																																																								15		7001

		81				5207		3								木村		優花		2		(桃　山)		0-2																														9102		1								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2-0		47		113										42		6203		2		15		8





																																																																																																								15		7001

																																																						7003		2								田井		風花		1		(南　陽)		1-1				114												6203		2		15





																																																																																																								16		5303

		82		22		5504		1								辻		朱利		1		(すばる)		2-0																														5105		3								木村		妃夏		1		(洛　西)		0-2				115										43		7903		3		16		9





																																																																																																								16		5303

		83				8901		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1																																																																7903		3		16





																																																																																																								17		9303

		84				4902		3								山内		藍里		2		(北嵯峨)		0-2																														5502										中村		朝美		2		(すばる)		1-1		18		116										44		4606		4		17		10





																																																																																																								17		9303









		85		27		5106		1								廣瀬		有紀		1		(洛　西)		2-0																														5206		1								東		莉那		1		(桃　山)		2-0		31		117







		86				7303		2								人見		友梨		1		(南　丹)		1-1																														9403		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1				118												4606		4		17





																																																																																																								18		9002

		87				7005		3								小西		春帆		1		(南　陽)		0-2																														7201		3								岡本		咲紀		2		(亀　岡)		0-2				119										51		5802		1		18		11





																																																																																																								18		9002









		88		38		9302		1								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2-0																														4606		1								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2-0		34		120







		89				7903		2								宮崎		明子		2		(西　京)		1-1																														4806		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1				121												5802		1		18





																																																																																																								19		4801

		90				5802		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2																														6409		3								竹内		瑞姫		1		(西城陽)		0-2				122										52		9101		2		19		12





																																																																																																								19		4801

																																																																																								9101		2		19





																																																																																																								20		5802

		91		6		4801										阿部		綾花		2		(嵯峨野)																																6201										安達		麻衣子		2		(莵　道)				2		123										53		5306		3		20		13





																																																																																																								20		5802

																																																																																								5306		3		20





																																																																																																								21		5105

																																																																																						54		5206		4		21		14





																																																																																																								21		5105

																																																																																								5206		4		21





																																																																																																								22		6901



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































																																																																																																								94		5202







																																																																																																								94		5202







																																																																																																								95		4703







																																																																																																								95		4703







																																																																																																								96		6404







																																																																																																								96		6404







																																																																																																								97		9104







																																																																																																								97		9104







																																																																																																								98		9301







																																																																																																								98		9301







																																																																																																								99		7904







																																																																																																								99		7904







																																																																																																								100		4804







																																																																																																								100		4804







																																																																																																								101		5305







																																																																																																								101		5305







																																																																																																								102		6207

































































































































































































































































































































































麻　（西京）

女 子 シ ン グ ル ス　　　＜ そ の １ ＞

麻　（西京）

女 子 シ ン グ ル ス　　　＜ そ の ２ ＞

 決勝　　　水野　(  )　3 - 0　　中井　(  )



女子シングルス（25ブロック）



		女 子 シ ン グ ル ス ジョ ダンシ



								code						名 メイ		前 マエ				学校 ガッコウ																																																code						名 メイ		前 マエ				学校 ガッコウ







																																																																																																																1		7901

		A		7901		1								今西		陽世里		1		(西　京)		3-0																																										6201		1								安達		麻衣子		2		(莵　道)		3-0		N						3-0				11		4602		1		1





																																																																																																																1		7901

				7202		4								清水		真子		1		(亀　岡)		0-3																																										9304		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2-1								2-1						4602		1		1





																																																																																																																2		7202

				5106		3								廣瀬		有紀		1		(洛　西)		1-2																												0														6405		3								東		誉子		1		(西城陽)		1-2								0-3				12		7301		2		2



																																		3

																																																																																																																2		7202

				9105		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2-1																																										7008		4								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-3								1-2						7301		2		2





																																																																																																																3		5106

				6501		5								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																																												5201		1								髙木		莉紗		1		(桃　山)		3-0		O										13		9403		3		3





																																																																																																																3		5106

		B		8901		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-2																										1		3														5503		2								中川		陽奈子		1		(すばる)		2-1		J												9403		3		3

																																																																																										2-1

																																		0				3

																																																																																																																4		9105

		B		5502		1								中村		朝美		2		(すばる)		3-0																																3										6902		3								森本		真央		2		(木　津)		1-2												14		5504		4		4

																																																																																										3-0



																																																																																																																4		9105

				8603		4								新		由子		1		(京教附)		0-3								0																																		9802		4								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-3														5504		4		4

																																																																																										1-2



																																																																																																																5		5207

				4704		2								藤田		綾乃		1		(鳥　羽)		2-1																																0										5302		1								遠藤		優華		2		(東　稜)		2-0		P										15		7005		5		5

																																																																																										0-3



																																																																																																																		5207

		C		6202		1								大塚		栞奈		1		(莵　道)		3-0								3																																		4803		2								下村		りか		1		(嵯峨野)		1-1		K												7005		5		5





																																																																																																																6		8901

		C		5207		3								木村		優花		2		(桃　山)		1-2																																										8602										栗原		有希		2		(京教附)														21		9003		1		6





																																																																																																																6		8901

				6403		2								吉田		絋実		1		(西城陽)		2-1																																										9003		3								山本　リンリン				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2														9003		1		6





																																																																																																																7		5502

				7006		4								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-3																								0		3																4701		1								西田		京香		1		(鳥　羽)		3-0		Q										22		4701		2		7





																																						0		3																																																																								7		5502

		D		5203		1								山﨑		菜摘		1		(桃　山)		3-0																																										5102		2								寺西		桃子		1		(洛　西)		2-1		K												4701		2		7





																																																																																																																8		8603

		C		7001		2								木ノ上		莉那		2		(南　陽)		2-1																																3										7301		4								新井		優里		1		(南　丹)		0-3												23		6902		3		8





																																																																																																																8		8603

				5303		3								上原		夕夏		2		(東　稜)		1-2								3																																		5505		3								中川		紫乃		1		(すばる)		1-2														6902		3		8





																																																																																																																9		4704

				9303		4								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-3																												3				2										7005		4								小西		春帆		1		(南　陽)		0-3		R										24		8302		4		9





																																																																																																																9		4704

		E		9002		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2-1								0				3																														7902		2								澤		彩香		2		(西　京)		2-1														8302		4		9





																																																																																										3-0																						10		6202

				4801		1								阿部		綾花		2		(嵯峨野)		3-0																																										5001		3								坂本		飛鳥		2		(　桂　)		1-2												31		5204		1		10		3





																																																																																										1-2																						10		6202

				5802		4								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-3																												1														4603		1								木下		美菜		2		(洛　東)		3-0														5204		1		10





																																																																																										2-1																						11		6501

				5105		3								木村		妃夏		1		(洛　西)		1-2																																										6402		2								東野		愛		2		(西城陽)		2-1		S										32		5302		2		11		4





																																																																																										0-3																						11		6501

		F		6901		1								小池		未夢		2		(木　津)		3-0												2																														9102		4								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-3														5302		2		11





																																																																																																																12		6403

				9101		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-2																																										4901		3								八木		望		2		(北嵯峨)		1-2												33		8602		3		12		5





																																																0																																																																12		6403

				6302		3								木村		陽菜		1		(城　陽)		1-2								0								3																										6206		1								川越		悠里		2		(莵　道)		3-0		M												8602		3		12





																																																																																																																13		7006

				6205		4								倉谷		七菜		2		(莵　道)		1-2																																										5101		1								山本		莉子		1		(洛　西)		3-0		T										34		9304		4		13		6



																																								0

																																																																																																																13		7006

		G		4601		1								今西		梓		2		(洛　東)		3-0								3																																		5801		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-2														9304		4		13





																																																																																																																14		5203

				5002		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2-1																												2				3										5504		2								辻		朱利		1		(すばる)		2-1												41		6402		1		14		7





																																																																																																																14		5203

				8604		4								奈良		むらさ希		1		(京教附)		0-3																																										9005		4								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-3		N												6402		1		14





																																																																																																																15		7001

				5507		3								吉岡		実穂		2		(すばる)		1-2																																										8601		2								青木		まり子		2		(京教附)		2-1		U										42		6203		2		15		8





																																																																																																																15		7001

		H		5204		1								輕尾		有紗		1		(桃　山)		3-0																										1		3														7201		4								岡本		咲紀		2		(亀　岡)		0-3														6203		2		15





																																																																																																																16		5303

				5104		2								高橋		愛香		1		(洛　西)		2-1																																3										5206		1								東		莉那		1		(桃　山)		3-0												43		7903		3		16		9





																																																																																																																16		5303

				5506		3								寺前		亜美		2		(すばる)		1-2												1																														6903		3								三木		柚花		2		(木　津)		1-2		M												7903		3		16





																																																																																																																17		9303

				6303		4								東		瑞姫		2		(城　陽)		0-3																																2										6203		3								今西		純		1		(莵　道)		1-1		V										44		4606		4		17		10





																																																																																																																17		9303

		I		4602		1								近記		百香		2		(洛　東)		3-0																																										9701										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A																4606		4		17





																																																																																																																18		9002

				7003		2								田井		風花		1		(南　陽)		2-1												3				0																										7002		1								山口		葵		1		(南　陽)		1-1												51		5802		1		18		11



																																3

																																																																																																																18		9002

				9103		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-2								2																																		5304		2								宮前		藍		1		(東　稜)		1-1		N												5802		1		18





																																																																																																																19		4801

				7302		4								尾野		葉月		1		(南　丹)		0-3																																										9001		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2-1		W										52		9101		2		19		12





																																																3																																																																19		4801

		J		6204		1								磯部		風羽		1		(莵　道)		3-0								3																																		6301		1								大下		莉奈		1		(城　陽)		2-1														9101		2		19





																																																																																																																20		5802

				9302		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-2																																0										4604		3								谷岡		美由紀		2		(洛　東)		1-2												53		5306		3		20		13





																																																																																																																20		5802

				4802		2								八束		菜々子		2		(嵯峨野)		2-1																																										7004		4								東		萌々花		1		(南　陽)		1-2		O												5306		3		20





																																																																																																																21		5105

				6904		4								亀山		美乃		1		(木　津)		0-3																												3				3										5202		1								服部		聖来		1		(桃　山)		3-0		X										54		5206		4		21		14





																																																																																																																21		5105

		K		5501		2								畑矢		真穂		2		(すばる)		2-1																3																										4703		3								庄野		あかり		2		(鳥　羽)		1-2														5206		4		21





																																																																																																																22		6901

				4702		1								竹内		ほのか		1		(鳥　羽)		3-0																																										6404		2								今村		彩乃		1		(西城陽)		2-1												61		4601		1		22		15





																																																																																																																22		6901

				7903		3								宮崎		明子		2		(西　京)		1-2								1																																		9104		4								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-3		N												4601		1		22

																																																		2



																																																																																																																23		9101

				9004		4								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-3																																										9301		1								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		3-0		Y										62		8601		2		23		16





																																																																																																																23		9101

		L		5301		3								礒谷		日奈乃		2		(東　稜)		1-2								3				2																														7904		3								西田		華月		1		(西　京)		1-2														8601		2		23





																																																																																																																24		6302

				9801		4								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-3																																										4804		2								勝見		美咲子		1		(嵯峨野)		1-2												63		9004		3		24		17





																																																																																																																24		6302

				5103		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		2-1																																										5305		4								小山		菜月		2		(東　稜)		1-2														9004		3		24





																																																																																																																25		6205

				5205		1								廣瀨		友唯		2		(桃　山)		3-0												3																														6207										官尾		麻未		1		(莵　道)														64		7004		4		25		18





																																																																																																																25		6205

		M		6401		1								平川		麻耶		2		(西城陽)		2-0																																																																										7004		4		25





																																																																																																																26		4601

				7007		3								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		0-2																								Ｆ・Ｖ・Ｗ・Ｙの順位は、同点の対戦者間の成績による。 ジュンイ ドウテン タイセン シャ アイダ セイセキ																																																71		6205		1		26		19





																																																																																																																26		4601

				6905		2								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1-1																																																																										6205		1		26





																																																																																																																27		5002

				8605										山下		慈		1		(京教附)																																																																										72		5203		2		27		20





																																																																																																																27		5002

																																																																																																5203		2		27





																																																																																																																28		8604

																																																																																														73		9701		3		28		3





																																																																																																																28		8604

																																																																																																9701		3		28





																																																																																																																29		5507

																																																																																														74		6301		4		29		3





																																																																																																																29		5507

																																																																																																6301		4		29





																																																																																																																30		5204

																																																																																														81		6403		1		30		3





																																																																																																																30		5204

																																																																																																6403		1		30





																																																																																																																31		5104

																																																																																														82		9402		2		31		4





																																																																																																																31		5104

																																																																																																9402		2		31





																																																																																																																32		5506

																																																																																														83		4703		3		32		4





																																																																																																																32		5506

																																																																																																4703		3		32





																																																																																																																33		6303

																																																																																														84		5307		4		33		4





																																																																																																																33		6303

																																																																																																5307		4		33





																																																																																																																34		4602

																																																																																														91		7001		1		34		5





																																																																																																																34		4602

																																																																																																7001		1		34





																																																																																																																35		7003

																																																																																														92		5202		2		35		5





																																																																																																																35		7003

																																																																																																5202		2		35





																																																																																																																36		9103

																																																																																														93		5101		3		36		5





																																																																																																																36		9103

																																																																																																5101		3		36





																																																																																																																37		7302

																																																																																														94		6905		4		37		6





																																																																																																																37		7302

																																																																																																6905		4		37





																																																																																																																38		6204

																																																																																														101		9301		1		38		6





																																																																																																																38		6204

																																																																																																9301		1		38





																																																																																																																39		9302

																																																																																														102		5501		2		39		6





																																																																																																																39		9302

																																																																																																5501		2		39





																																																																																																																40		4802

																																																																																														103		5305		3		40		7





																																																																																																																40		4802

																																																																																																5305		3		40





																																																																																																																41		6904

																																																																																														104		4501		4		41		7





																																																																																																																41		6904

																																																																																																4501		4		41





																																																																																																																42		5501

																																																																																														111		4605		1		42		7





																																																																																																																42		5501

																																																																																																4605		1		42





																																																																																																																43		4702

																																																																																														112		7902		2		43		8





																																																																																																																43		4702

																																																																																																7902		2		43





																																																																																																																44		7903

																																																																																														113		9005		3		44		8





																																																																																																																44		7903

																																																																																																9005		3		44





																																																																																																																45		9004

																																																																																														114		6204		4		45		8





																																																																																																																45		9004

																																																																																																6204		4		45





																																																																																																																46		5301

																																																																																														121		4604		1		46		9





																																																																																																																46		5301

																																																																																																4604		1		46





																																																																																																																47		9801

																																																																																														122		6302		2		47		9





																																																																																																																47		9801

																																																																																																6302		2		47





																																																																																																																48		5103

																																																																																														123		8604		3		48		9





																																																																																																																48		5103

																																																																																																8604		3		48





																																																																																																																49		5205

																																																																																														124		5308		4		49		10





																																																																																																																49		5205

																																																																																																5308		4		49





																																																																																																																50		6401

																																																																																														131		9401		1		50		10





																																																																																																																50		6401

																																																																																																9401		1		50





																																																																																																																51		7007

																																																																																														132		7005		2		51		10





																																																																																																																51		7007

																																																																																																5205		2		51





																																																																																																																52		6905

																																																																																														133		4901		3		52		11





																																																																																																																52		6905

																																																																																																4901		3		52





																																																																																																																53		8605

																																																																																														134		6904		4		53		11





																																																																																																																53		8605

																																																																																																6904		4		53





																																																																																																																54		6201

																																																																																														141		5801		1		54		11





																																																																																																																54		6201

																																																																																																5801		1		54





																																																																																																																55		9304

																																																																																														142		6202		2		55		12





																																																																																																																55		9304

																																																																																																6202		2		55





																																																																																																																56		6405

																																																																																														143		9102		3		56		12





																																																																																																																56		6405

																																																																																																9102		3		56





																																																																																																																57		7008

																																																																																														144		5102		4		57		12





																																																																																																																57		7008

																																																																																																5102		4		57





																																																																																																																58		5201

																																																																																														151		5301		1		58		13





																																																																																																																58		5201

																																																																																																5301		1		58





																																																																																																																59		5503

																																																																																														152		9002		2		59		13





																																																																																																																59		5503

																																																																																																9002		2		59





																																																																																																																60		6902

																																																																																														153		7003		3		60		13





																																																																																																																60		6902

																																																																																																7003		3		60





																																																																																																																61		9802

																																																																																														154		4704		4		61		14





																																																																																																																61		9802

																																																																																																4704		4		61





																																																																																																																62		5302

																																																																																														161		7901		1		62		14





																																																																																																																62		5302

																																																																																																7901		1		62





																																																																																																																63		4803

																																																																																														162		6901		2		63		14





																																																																																																																63		4803

																																																																																																6901		2		63





																																																																																																																64		8602

																																																																																														163		8901		3		64		15





																																																																																																																64		8602

																																																																																																8901		3		64





																																																																																																																65		9003

																																																																																														164		7701		4		65		15





																																																																																																																65		9003

																																																																																																7701		4		65





																																																																																																																66		4701

																																																																																														171		6401		1		66		15





																																																																																																																66		4701

																																																																																																6401		1		66





																																																																																																																67		5102

																																																																																														172		5502		2		67		16





																																																																																																																67		5102

																																																																																																5502		2		67





																																																																																																																68		7301

																																																																																														173		9303		3		68		16





																																																																																																																68		7301

																																																																																																9303		3		68





																																																																																																																69		5505

																																																																																														174		4607		4		69		16





																																																																																																																69		5505

																																																																																																4607		4		69





																																																																																																																70		7005

																																																																																														181		6201		1		70		17





																																																																																																																70		7005

																																																																																																6201		1		70





																																																																																																																71		7902

																																																																																														182		5303		2		71		17





																																																																																																																71		7902

																																																																																																5303		2		71





																																																																																																																72		5001

																																																																																														183		4702		3		72		17





																																																																																																																72		5001

																																																																																																4702		3		72





																																																																																																																73		4603

																																																																																														184		9702		4		73		18





																																																																																																																73		4603

																																																																																																9702		4		73





																																																																																																																74		6402

																																																																																														191		5201		1		74		18





																																																																																																																74		6402

																																																																																																5201		1		74





																																																																																																																75		9102

																																																																																														192		7002		2		75		18





																																																																																																																75		9102

																																																																																																7002		2		75





																																																																																																																76		4901

																																																																																														193		8301		3		76		19





																																																																																																																76		4901

																																																																																																8301		3		76





																																																																																																																77		6206

																																																																																														194		9103		4		77		19





																																																																																																																77		6206

																																																																																																9103		4		77





																																																																																																																78		5101

																																																																																														201		9001		1		78		19





																																																																																																																78		5101

																																																																																																9001		1		78





																																																																																																																79		5801

																																																																																														202		5304		2		79		20





																																																																																																																79		5801

																																																																																																5304		2		79





																																																																																																																80		5504

																																																																																														203		5503		3		80		20





																																																																																																																80		5504

																																																																																																5503		3		80





																																																																																																																81		9005

																																																																																														204		7201		4		81		20





																																																																																																																81		9005

																																																																																																7201		4		81





																																																																																																																82		8601

																																																																																														211		6801		1		82		21





																																																																																																																82		8601

																																																																																																6801		1		82





																																																																																																																83		7201

																																																																																														212		6404		2		83		21





																																																																																																																83		7201

																																																																																																6404		2		83





																																																																																																																84		5206

																																																																																														213		9302		3		84		21





																																																																																																																84		5206

																																																																																																9302		3		84





																																																																																																																85		6903

																																																																																														214		8603		4		85		21





																																																																																																																85		6903

																																																																																																8603		4		85





																																																																																																																86		6203

																																																																																														221		4603		1		86





																																																																																																																86		6203

																																																																																														86		4603		1		86





																																																																																																																87		9701

																																																																																														222		6903		2		87





																																																																																																																87		9701

																																																																																														87		6903		2		87





																																																																																																																88		7002

																																																																																														223		5803		3		88





																																																																																																																88		7002

																																																																																														88		5803		3		88





																																																																																																																89		5304

																																																																																														224		5207		4		89





																																																																																																																89		5304

																																																																																														89		5207		4		89





																																																																																																																90		9001

																																																																																														225		4705		5		90





																																																																																																																90		9001

																																																																																																4705		5





																																																																																																																91		6301







																																																																																																																91		6301







																																																																																																																92		4604







																																																																																																																92		4604







																																																																																																																93		7004







																																																																																																																93		7004







																																																																																																																94		5202







																																																																																																																94		5202







																																																																																																																95		4703







																																																																																																																95		4703







																																																																																																																96		6404







																																																																																																																96		6404







																																																																																																																97		9104







																																																																																																																97		9104







																																																																																																																98		9301







																																																																																																																98		9301







																																																																																																																99		7904







																																																																																																																99		7904







																																																																																																																100		4804







																																																																																																																100		4804







																																																																																																																101		5305







																																																																																																																101		5305







																																																																																																																102		6207

















麻　（西京）



シングルス記録



						記　 録												    第37回　　公立高等学校卓球大会　　　(個人の部)																																				2014(H26). 1. 13.(月祝) ツキ シュク

																																																						向日市民体育館 ムコウ シミン



																																																																										1

						男子シングルス　　　準々決勝 ジュンジュンケッショウ																																				女子シングルス　　　準々決勝 ジョ ジュンジュンケッショウ



		 		6202				伏見谷				翔哉				3		12		－		14		1		9101				ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						7901				今西				陽世里				3		11		－		4		0		5203				山﨑				菜摘

																		11		－		3																																14		－		12

																		13		－		11																																11		－		3

								(莵　道)										11		－		5								ERROR:#N/A														(西　京)												－										(桃　山)

																				－																																				－

				4701				中川				大成				3		11		－		6		0		4801				牧田				莞司						6401				平川				麻耶				3		11		－		6		0		6204				磯部				風羽

																		11		－		8																																11		－		6

																		11		－		4																																11		－		7

								(鳥　羽)												－										(嵯峨野)														(西城陽)												－										(莵　道)

																				－																																				－

				4101				田辺				暖柊				3		11		－		8		0		4601				宮前				卓哉						4701				西田				京香				3		4		－		11		1		5201				髙木				莉紗

																		12		－		10																																11		－		9

																		12		－		10																																11		－		7

								(山　城)												－										(洛　東)														(鳥　羽)										11		－		8								(桃　山)

																				－																																				－

				5201				新谷				直生				3		11		－		7		2		6301				藤村				悠暉						5202				服部				聖来				3		11		－		8		1		5206				東				莉那

																		11		－		13																																11		－		4

																		11		－		5																																9		－		11

								(桃　山)										7		－		11								(城　陽)														(桃　山)										11		－		2								(桃　山)

																		13		－		11																																		－







						男子シングルス　　　準決勝 ジュンケッショウ																																				女子シングルス　　　準決勝 ジョ ジュンケッショウ



		 		6202				伏見谷				翔哉				3		11		－		7		0		4701				中川				大成						7901				今西				陽世里				3		11		－		5		0		6401				平川				麻耶

																		11		－		8																																11		－		6

																		11		－		9																																11		－		9

								(莵　道)												－										(鳥　羽)														(西　京)												－										(西城陽)

																				－																																				－

		 		5201				新谷				直生				3		12		－		10		2		4101				田辺				暖柊						5202				服部				聖来				3		11		－		2		0		4701				西田				京香

																		11		－		4																																12		－		10

																		7		－		11																																11		－		9

								(桃　山)										10		－		12								(山　城)														(桃　山)												－										(鳥　羽)

																		11		－		8																																		－







						男子シングルス　　　決　勝																																				女子シングルス　　　決　勝 ジョ



		 		5201				新谷				直生				3		11		－		7		1		6202				伏見谷				翔哉						7901				今西				陽世里				3		11		－		3		0		5202				服部				聖来

																		9		－		11																																11		－		2

																		11		－		4																																11		－		5

								(桃　山)										11		－		2								(莵　道)														(西　京)												－										(桃　山)

																				－																																				－





																																																																												stop





リーグ戦進行の仕方-24ブロック





								リーグ戦の試合進行について セン シアイ シンコウ

																																																																														リーグ																		コート



		①				試合の順序 シアイ ジュンジョ



						第○○コートで ダイ														1						2						3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14

						４人リーグ◎と														◎		の				△		の				◎		の				△		の				◎		の				△		の				◎		の				△		の				◎		の				△		の				◎		の				△		の

						４人リーグ△の場合 ニン バアイ														1		-		4		1		-		4		2		-		3		2		-		3		1		-		3		1		-		3		2		-		4		2		-		4		1		-		2		1		-		2		3		-		4		3		-		4







						第○○コートで ダイ														1						2						3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14

						３人リーグ◎と														△		の				◎		の				△		の				◎		の				△		の				△		の				◎		の				△		の				△		の				◎の２位 イ						◎の３位 イ

						４人リーグ△の場合 ニン バアイ														1		-		4		2		-		3		2		-		3		1		-		3		1		-		3		2		-		4		1		-		2		1		-		2		3		-		4		Ｚの２位 イ						Ｚの３位 イ







						第○○コートで ダイ														1						2						3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14

						３人リーグＹと														Ｙ		の				Ｚ		の				Ｙ		の				Ｚ		の				Ｙ		の				Ｙ		の				Ｙの１位 イ						Ｙの２位 イ						Ｙの３位 イ						Ｙの２位 イ						Ｙの３位 イ

						３人リーグＺの場合 ニン バアイ														2		-		3		2		-		3		1		-		3		1		-		3		1		-		2		1		-		2		Ｚの２位 イ						Ｚの１位 イ						Ｚの３位 イ						Ｚの３位 イ						Ｚの２位 イ













																				審判は シンパン

																						Ｙ１						Ｙ２												Ｙ４						Ｙ５						Ｙ３												Ｙ１						Ｙ５												Ｙ２						Ｙ３						Ｙ４

						第○○コートで ダイ														1						2						3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14

						５人リーグＹと														Ｙ		の				Ｙ		の				Ｚ		の				Ｙ		の				Ｙ		の				Ｙ		の				Ｚ		の				Ｙ		の				Ｙ		の				Ｚ		の				Ｙ		の				Ｙ		の				Ｙ		の				Ｚ		の

						４人リーグＺの場合 ニン バアイ														2		-		5		3		-		4		1		-		4		1		-		5		2		-		3		1		-		4		1		-		3		3		-		5		2		-		4		2		-		4		1		-		3		4		-		5		1		-		2		3		-		4



						その隣のコートで トナリ														Ｚ		の				＃		の				Ｚ		の				＃		の				Ｚ		の				Ｚ		の				＃		の				Ｚ		の				＃		の				Ｚ		の				＃		の				Ｚ		の				Ｚ		の				＃		の

						４人リーグＺと＃														1		-		4		1		-		4		2		-		3		2		-		3		2		-		3		1		-		3		1		-		3		2		-		4		2		-		4		1		-		2		1		-		2		1		-		2		3		-		4		3		-		4







																		リーグＺ・Ｚ・＃の審判はリーグ内で決めてください。 シンパン ナイ キ



																																試合のコート シアイ



		②				審判および記録の記入は、 シンパン キロク キニュウ																																								B								12								C				D								10								Ｅ				Ｈ								1								Ｉ



						各リーグの試合をしていない人が行ないます。																																								A								13												F								11								Ｇ				Ｊ								2								Ｋ



																																																						20																				14												Ｌ								3								Ｍ

		③				リーグ戦の試合がすべて終了したら、 セン シアイ シュウリョウ

																																																						21																				15												Ｎ								4								Ｏ

								記録用紙を本部席に提出し、

																																																						22																				16												Ｐ								5								Ｑ

								順位の確認を受けてください。

																																																						23																				17												Ｒ								6								Ｓ



																																																						24																				18												Ｔ								7								Ｕ

						オープン戦はその後。  　 セン アト

																																																						25																				19												Ｖ								8								Ｗ

																																																各ブロックの待機場所 カク タイキ バショ

														　　(時間の都合でやらないこともあります。）																																																																								Ｘ								9								Ｙ

																																																																								本部席 ホンブ セキ



		④				記録の書き方 キロク カ カタ



						◎リーグ　１番 公立 高　さん　と　３番　個人　さん　の試合について、 バン コウリツ コウ バン コジン シアイ



						公立 高 さん　が　ゲームカウント ３対１ （ スコアは 11-7 、8-11、15-13、11-9　）　で勝ったとき コウリツ コウ カ



		 ◎ リーグ																																																																										○○　コート











												名　　　　　前 メイ マエ								1		公立 高												2		向日												3		個人												4		京都												試合得点 シアイ トクテン



				1

												公立 高 コウリツ コウ																												-								3				11		-		7		1										-

																																								-												8		-		11												-

																																								-												15		-		13												-

														(長岡京) ナガオカキョウ																										-												11		-		9												-

																																								-														-														-



				2

												向日 ムコウ																																										-														-

																										-																												-														-

																																																						-														-

														(市　民) シ タミ																																								-														-

																																																						-														-



				3

												個人 コジン								1								3																																								-

																										-														-																												-

																																																																				-

														(体育館) タイイクカン																																																						-

																																																																				-



				4

												京都 キョウト

																										-														-														-



														(二十) ニジュウ













両方とも書く


オープン戦

オープン戦

 Ｘリーグの １番の選手と４番の選手の試合



団体決勝ドロー

				公立大会決勝トーナメントドロー資料　　　（男子） コウリツ タイカイ ケッショウ シリョウ ダンシ

																																																																																												学校名の （　を外す ガッコウ メイ ハズ



				シード						ブロック				予選 ヨセン		勝 敗 ショウハイ		16秋 シュウキ		１次 １ジ		昨年 サクネン						1		1		洛　東 ラク トウ		A 1		ERROR:#N/A		(1洛　東)																		3				* 1		8														(莵　道)		1				4		8		4						(すばる)						すばる

				1				(A1)		A		洛　東 ラク ヒガシ		1		5-0		4		*		1																																																						(洛　東) ラク トウ		1				8		8		1						(鳥　羽) トバ						鳥　羽

				2				(B1)		B		鳥　羽 トリ ハネ		1		4-0		8		*																																										9														(西城陽) ニシ ジョウヨウ		1				8		8		2						(京八幡) キョウ ハチマン						京八幡

				3				(C1)		C		東　稜 トウ リョウ		1		4-0		8		*																																																								(桃　山) モモヤマ		1				8		8		4						(嵯峨野) サガノ						嵯峨野

				4				(D1)		D		桃　山 モモ ヤマ		1		5-0		8		*								2						* 2		ERROR:#N/A		()																						* 2		10														(すばる)		1						8								(北　稜) ホク リョウ						北　稜

				5				(E1)		E		すばる		1		5-0		8		*		4																																																						(西　京) ニシ キョウ		1						8								(莵　道)						莵　道

				6				(G1)		G		西舞鶴 ニシマイヅル		1		3-0				*								3		8						ERROR:#N/A		(8)																		6				* 1		11														(鳥　羽) トバ		1								8						(山　城) ヤマシロ						山　城

				7				(F1)		F		綾　部 アヤ ブ		1		2-0																																																												(南　陽) ナンヨウ		1								8						(城　陽) ジョウヨウ						城　陽

				8				(A2)		A		西　京 ニシ キョウ		2		4-1												4		5				* 1		ERROR:#N/A		(5)																		7						12														(東　稜) トウ リョウ		1								8						(洛　西) ラク サイ						洛　西

				9				(B2)		B		南　陽 ミナミ ヨウ		2		3-1																																																												(嵯峨野) サガノ		1														(洛　東) ラク トウ						洛　東

				10				(C2)		C		城　陽 シロ ヨウ		2		3-1												5						* 2		ERROR:#N/A		()																						* 2		13														(木　津) キヅ		1														(桃　山) モモヤマ						桃　山

				11				(D2)		D		嵯峨野 サガノ		2		4-1						2																																																						(洛　西) ラク サイ		1														(南　陽) ナンヨウ						南　陽

				12				(E2)		E		莵　道		2		4-1												6						* 2		ERROR:#N/A		()																																						(京教附) キョウ キョウイク フゾク		1														(西乙訓) ニシ オトクニ						西乙訓

				13				(F2)		F		加悦谷 カヤ タニ		2		1-1				*																																																								(城　陽) ジョウヨウ		0.3														(東　稜) トウ リョウ						東　稜

				14				(G2)		G		福知山 フクチヤマ		2		2-1												7		4				* 1		ERROR:#N/A		(4)																		2				* 1		14														(南　丹) ナン タン		0.2														(西　京) ニシ キョウ						西　京

																																																																												(北嵯峨) キタ サガ		0.1														↑入力 ニュウリョク						↓これを値コピー アタイ

																																																																												(西乙訓) ニシ オトクニ

																														14																										14																				(北桑田) キタ クワタ

																								　　(女子) ジョシ																																																				(洛　北) ラクホク

																																																																												(田　辺) タナベ

										ブロック						勝 敗 ショウハイ		16秋 シュウキ		１次 １ジ		昨年 サクネン						1		1		洛　東 ラク トウ		A 1																						3						6														(須　知) ス チ

				1				(A1)		A		洛　東 ラク ヒガシ		1		2-0		4		*																																																								(　聾　) ロウア

				2				(B1)		B		桃　山 モモ ヤマ		1		3-0		8		*								2																																																(鴨　沂) カモ 沂

				3				(C1)		C		莵　道		1		3-0				*																																																								(朱　雀) スザク

				4				(D1)		D		すばる		1		3-0												3		8																										6						7														(乙　訓) オトクニ

				5				(E1)		E		西舞鶴 ニシマイヅル		1		2-0				*																																																								(日吉丘) ヒヨシ オカ

				6				(F1)		F		加悦谷 カヤ タニ		1		2-0				*								4		5																										7						8														(久御山) クミヤマ

				7				(C2)		C		北嵯峨 キタ サガ		2		2-1		8		*																																																								(亀　岡) カメオカ

				8				(D2)		D		西　京 ニシ キョウ		2		2-1		8		*																																										9														(伏見工) フシミ コウ

				9				(A2)		A		東　稜 トウ リョウ		2		1-1																																																												(銅駝美) ドウ ラクダ ビ

				10				(B2)		B		嵯峨野 サガノ		2		2-1				*								5		4																										2		桃　山 モモ ヤマ		B 1		10														(塔　南) トウ ミナミ

																																																																												(京八幡) キョウ ハチマン

																																																																												(農　芸) ノウゲイ

																																																																												(紫　野) ムラサキ ノ

																																																																												(向　陽) コウヨウ

																																																																												(城　南) ジョウナン

																																																																												(東宇治) ヒガシ ウジ

																																																																												(山　城) ヤマシロ

																																																																												(北　稜) ホク リョウ

																																																																												(洛陽工) ラクヨウ コウ

																																																																												(　桂　) カツラ

																																																																												(洛　水) ラク スイ

																																																																												(園　部) ソノベ

																																																																												(堀　川) ホリカワ

																																																																										A		(すばる)		1		1		4-0		8		8		8

																																																																										C		(鳥　羽) トバ		1		1		3-0		9		8		4

																																																																										D		(京八幡) キョウ ハチマン		1		1		4-0		*		8		8

																																																																										B		(嵯峨野) サガノ		1		1		3-1				16

																																																																										E		(北　稜) ホク リョウ		1		1		4-0

																																																																										C		(莵　道)		1		2		2-1		4		8		1

																																																																										E		(山　城) ヤマシロ		1		2		3-1		8		8		4

																																																																										A		(城　陽) ジョウヨウ		1		2		3-1				16

																																																																										D		(洛　西) ラク サイ		1		2		3-1				16

																																																																										B		(洛　東) ラク トウ		1		2		3-1						2

																																																																										B		(桃　山) モモヤマ		1		3		3-1		8		8

																																																																										C		(南　陽) ナンヨウ		1		3		1-2				16

																																																																										A		(西乙訓) ニシ オトクニ		1		3		2-2

																																																																										D		(東　稜) トウ リョウ		1		3		2-2

																																																																										E		(西　京) ニシ キョウ		1		3		2-2

																																																																										A		(北嵯峨) キタ サガ		1		4		1-3		*		8		8

																																																																										B		(西城陽) ニシ ジョウヨウ		1		4		1-3				16		8

																																																																										C		(木　津) キヅ		1		4		0-3

																																																																										D		(紫　野) ムラサキ ノ		1		4		1-3

																																																																										E		(洛陽工) ラクヨウ コウ		1		4		1-3

																																																																										A		(北桑田) キタ クワタ		1		5		0-4

																																																																										B		(南　丹) ナン タン		1		5		0-4

																																																																										D		(農　芸) ノウゲイ		1		5		0-4

																																																																										E		(京教附) キョウ キョウイク フゾク		1		5		0-4

																																																																										A		(洛　北) ラクホク

																																																																										A		(田　辺) タナベ

																																																																										A		(須　知) ス チ

																																																																										A		(　聾　) ロウア

																																																																										B		(鴨　沂) カモ 沂

																																																																										B		(朱　雀) スザク

																																																																										B		(乙　訓) オトクニ

																																																																										B		(日吉丘) ヒヨシ オカ

																																																																										C		(久御山) クミヤマ

																																																																										C		(亀　岡) カメオカ

																																																																										C		(伏見工) フシミ コウ

																																																																										C		(銅駝美) ドウ ラクダ ビ

																																																																										C		(塔　南) トウ ミナミ

																																																																										D		(向　陽) コウヨウ

																																																																										D		(城南菱) ソンナム ヒシ

																																																																										D		(東宇治) ヒガシ ウジ

																																																																										E		(　桂　) カツラ

																																																																										E		(洛　水) ラク スイ

																																																																										E		(園　部) ソノベ

																																																																										E		(堀　川) ホリカワ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































団体戦結果1予選-決勝



		  第40回  公立高等学校卓球大会 (団体の部)      ダイ カイ コウリツ コウコウ タッキュウ タイカイ ダンタイ ブ																																		2016(H28). 11. 23.(水祝)　 ミズ シュク

																																				京都すばる高校体育館　 キョウト コウコウ タイイクカン





		男子学校対抗 　（ 決勝トーナメント ） オトコ コ ガク コウ タイ コウ ケッショウ																																								()は予選ブロックと順位 ヨセン ジュンイ





																																				3						桃　　山 モモ ヤマ						(D1)				8

				1				　洛　　東 ラク トウ		北嵯峨		北嵯峨		(A1)



																								3

																																		3		1						南　　陽 ミナミ ヨウ						(B2)				9





				2				嵯 峨 野 サ ガ ヤ		すばる		すばる		(D2)								3		0		3

																																3		2		3						城　　陽 シロ ヨウ						(C2)				10





				3				綾　　部 アヤ ブ						(F1)								2

																																		0		1						西 舞 鶴 ニシ マイ ツル						(G1)				11

																								3







				4				東　　稜 トウ リョウ						(C1)								3				1						2

																																				3						西　　京 ニシ キョウ						(A2)				12





				5				莵　　道						(E2)								2		0

																																		0		1						加 悦 谷 カ エツ タニ						(F2)				13





				6				福 知 山 フク チ ヤマ		西城陽		西城陽		(G2)								0		3

																																		3



																																										す ば る		西城陽		西城陽		(E1)				14

				7				鳥　　羽 トリ ハネ		すばる		すばる		(B1)								3













												男子予選ブロックの結果           オトコ コ ヨ

																1  位 イ						2  位 イ						3  位 イ						4  位 イ						5  位 イ						6  位 イ

												市内 シナイ		A		洛　東 ラク ヒガシ				5-0		西　京 ニシ キョウ				4-1		洛　水 ラク スイ				3-2		山　城 ヤマ シロ				2-3		京教附 キョウ キョウ フ				1-4		向　陽 コウ ヨウ				0-5

														B		鳥　羽 トリ ハネ				4-0		南　陽 ミナミ ヨウ				3-1		南　丹 ミナミ タン				2-2		紫　野 ムラサキ ノ				1-3		北桑田 キタ クワタ				0-4

														C		東　稜 トウ リョウ				4-0		城　陽 シロ ヨウ				3-1		洛　西 ラク ニシ				2-2		西乙訓 ニシ オトクニ				1-3		北　稜 キタ リョウ				0-4

														D		桃　山 モモ ヤマ				5-0		嵯峨野 サガノ				4-1		北嵯峨 キタ サガ				3-2		工伏洛 コウ フ ラク				2-3		田　辺 タ ヘン				1-4		朱　雀 シュ スズメ				0-5

														E		すばる				5-0		莵　道				4-1		西城陽 ニシ ジョウヨウ				3-2		木　津 キ ツ				2-3		乙　訓 オツ クン				1-4		亀　岡 カメ オカ				0-5

												両丹 リョウ タン		F		綾　部 アヤ ブ				2-0		加悦谷 カヤ タニ				1-1		網　野 アミ ノ				0-2

														G		西舞鶴 ニシマイヅル				3-0		福知山 フクチヤマ				2-1		工　業 コウ カコウ ギョウ				1-2		大　江 ダイ コウ				0-3

																														＊はオープン参加、合同は京八幡・紫野 サンカ ゴウドウ キョウ ヤワタ ムラサキ ノ







						女子学校対抗　　（ 決勝トーナメント ） オンナ コ ガク コウ タイ コウ





								1				洛　東						(A1)																				莵　道						(C1)				6



																										3						3





																														3		0

								2				嵯峨野 サガノ						(B2)						3		1		3										西　京 ニシ キョウ						(D2)				7







								3				西舞鶴 ニシ マイヅル						(E1)						1

																																		3				東　稜 ヒガシ リョウ						(A2)				8

																										0						3

																												0		1



								4				北嵯峨 キタサガ						(C2)														1		0				加悦谷 カヤ タニ						(F1)				9



																										3



																																3

																										0

								5				すばる						(D1)																				桃　山 モモ ヤマ						(B1)				10













												女子予選ブロックの結果           ジョ コ ヨ

																1  位 イ						2  位 イ						3  位 イ						4  位 イ						5  位 イ						6  位 イ

												A		女 ジョ		洛　東 ラク ヒガシ				2-0		東　稜 トウ リョウ				1-1		洛　西 ラク ニシ				0-2		* 亀・向 カメ ムカイ

												B		女 ジョ		桃　山 モモ ヤマ				3-0		嵯峨野 サガノ				2-1		鳥　羽 トリ ハネ				1-2		南　陽 ミナミ ヨウ				0-3

												C		女 ジョ		莵　道				3-0		北嵯峨 キタ サガ				2-1		山　城 ヤマ シロ				1-2		木　津 キ ツ				0-3		* 城陽 ジョウヨウ

												D		女 ジョ		すばる				3-0		西　京 ニシ キョウ				2-1		西城陽 ニシ ジョウヨウ				1-2		京教附 キョウ キョウ フ				0-3		* 田辺 タナベ

												E		女 ジョ		西舞鶴 ニシマイヅル				2-0		東舞鶴 ヒガシマイヅル				1-1		網　野 アミ ノ				0-2

												F		女 ジョ		加悦谷 カヤ タニ				2-0		峰　山 ミネ ヤマ				1-1		大　江 ダイ エ				0-2		* 合同 ゴウドウ

																														＊はオープン参加、合同は福知山・綾部・工業 サンカ ゴウドウ フクチヤマ アヤベ コウギョウ













		男子学校対抗 　（ 決勝トーナメント ） オトコ コ ガク コウ タイ コウ ケッショウ																																								()は予選ブロックと順位 ヨセン ジュンイ





				1				洛　東						(G1)																												洛　東						(E1)				8







																																										綾　部						(F2)				9



				2				網　野						(G2)



																																										洛　西						(A2)				10



				3				南　陽						(D2)



																																										東　稜						(C1)				11







				4				西舞鶴						(F1)



																																										工　業						(G1)				12



				5				すばる						(E2)



																																										鳥　羽						(B2)				13



				6				城　陽						(C2)







				7				嵯峨野						(B1)																												桃　山						(D1)				14













		男子学校対抗 　（ 決勝トーナメント ） オトコ コ ガク コウ タイ コウ ケッショウ																																								()は予選ブロックと順位 ヨセン ジュンイ





				1				桃　山						(A1)																												嵯峨野						(B1)				4







																																										綾　部						(F2)				13



				14				網　野						(G2)



																																										洛　西						(A2)				12



				8				鳥　羽						(B2)



																																										東　稜						(C1)				7







				5				西舞鶴						(F1)



																																										工　業						(G1)				6



				9				南　陽						(D2)



																																										すばる						(E2)				10



				11				城　陽						(C2)







				3				洛　東						(E1)																												山　城						(D1)				2













		男子学校対抗 　（ 決勝トーナメント ） オトコ コ ガク コウ タイ コウ ケッショウ																																								()は予選ブロックと順位 ヨセン ジュンイ





				1				桃　山						(A1)																												山　城						(D1)				2







																																										綾　部						(F2)				13



				14				網　野						(G2)



																																										すばる						(E2)				10



				8				鳥　羽						(B2)



																																										東　稜						(C1)				7







				5				西舞鶴						(F1)



																																										工　業						(G1)				6



				9				南　陽						(D2)



																																										洛　西						(A2)				12



				11				城　陽						(C2)







				3				洛　東						(E1)																												嵯峨野						(B1)				4















		男子学校対抗 　（ 決勝トーナメント ） オトコ コ ガク コウ タイ コウ ケッショウ																																								()は予選ブロックと順位 ヨセン ジュンイ





				1				桃　山						(A1)																												洛　東						(E1)				3







																																										綾　部						(F2)				13



				14				網　野						(G2)



																																										南　陽						(D2)				9



				8				鳥　羽						(B2)



																																										東　稜						(C1)				7







				5				西舞鶴						(F1)



																																										工　業						(G1)				6



				10				すばる						(E2)



																																										洛　西						(A2)				12



				11				城　陽						(C2)







				2				山　城						(D1)																												嵯峨野						(B1)				4













		男子学校対抗 　（ 決勝トーナメント ） オトコ コ ガク コウ タイ コウ ケッショウ																																								()は予選ブロックと順位 ヨセン ジュンイ





				1				桃　山						(A1)																												山　城						(D1)				2







																																										綾　部						(F2)				13



				14				網　野						(G2)



																																										洛　西						(A2)				12



				10				すばる						(E2)



																																										東　稜						(C1)				7







				5				西舞鶴						(F1)



																																										工　業						(G1)				6



				9				南　陽						(D2)



																																										鳥　羽						(B2)				8



				11				城　陽						(C2)







				4				嵯峨野						(B1)																												洛　東						(E1)				3













		男子学校対抗 　（ 決勝トーナメント ） オトコ コ ガク コウ タイ コウ ケッショウ																																								()は予選ブロックと順位 ヨセン ジュンイ





				1				桃　山						(A1)																												嵯峨野						(B1)				4







																																										綾　部						(F2)				13



				14				網　野						(G2)



																																										洛　西						(A2)				12



				8				鳥　羽						(B2)



																																										東　稜						(C1)				7







				5				西舞鶴						(F1)



																																										工　業						(G1)				6



				10				すばる						(E2)



																																										南　陽						(D2)				9



				11				城　陽						(C2)







				2				山　城						(D1)																												洛　東						(E1)				3















						女子学校対抗　　（ 決勝トーナメント ） オンナ コ ガク コウ タイ コウ





								1				桃　山						(A1)																				嵯峨野						(C1)				3











								9				洛　西						(C3)																				西城陽						(A2)				7







								6				すばる						(B2)

																																						工　業						(D2)				8







								5				洛　東						(C2)																				莵　道						(B4)				10











								4				西舞鶴						(D1)																				東　稜						(B1)				2















						女子学校対抗　　（ 決勝トーナメント ） オンナ コ ガク コウ タイ コウ





								1				桃　山						(A1)																				東　稜						(B1)				2











								9				洛　西						(C3)																				西城陽						(A2)				7







								6				すばる						(B2)
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								1				桃　山						(A1)																				東　稜						(B1)				2
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						女子学校対抗　　（ 決勝トーナメント ） オンナ コ ガク コウ タイ コウ





								1				桃　山						(A1)																				すばる						(B2)				6











								2				東　稜						(B1)																				西城陽						(A2)				7







								3				嵯峨野						(C1)

																																						工　業						(D2)				8







								4				西舞鶴						(D1)																				洛　西						(C3)				9











								5				洛　東						(C2)																				莵　道						(B4)				10













						女子学校対抗　　（ 決勝トーナメント ） オンナ コ ガク コウ タイ コウ





								1				桃　山						(A1)																				すばる						(B2)				6











								2				東　稜						(B1)																				西城陽						(A2)				7







								3				嵯峨野						(C1)

																																						工　業						(D2)				8







								4				西舞鶴						(D1)																				洛　西						(C3)				9
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						女子学校対抗　　（ 決勝トーナメント ） オンナ コ ガク コウ タイ コウ





								1				桃　山						(A1)																				すばる						(B2)				6











								2				東　稜						(B1)																				西城陽						(A2)				7







								3				嵯峨野						(C1)

																																						工　業						(D2)				8







								4				西舞鶴						(D1)																				洛　西						(C3)				9











								5				洛　東						(C2)																				莵　道						(B4)				10
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団体記録-詳細





				記　録 キ リョク										 第40回  公立高等学校卓球大会 (団体の部)  																																										2016(Ｈ28）年　11月23日（水） ニチ ミズ



																																																								京都すばる高校体育館 キョウト コウコウ 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 ジョシ ガッコウ タイコウ ジュンジュンケッショウ



						246				洛東								3				対		0				248				嵯峨野												246				洛東								3				対		1				248				嵯峨野

						247				鳥羽								3				対		0				253				東稜												249				北嵯峨								3				対		0				255				京都すばる

						252				桃山								3				対		2				263				城陽												262				莵道								3				対		0				279				西京

						255				京都すばる								3				対		0				279				西京												252				桃山								3				対		1				253				東稜



				男子 学校対抗　　　準決勝 ジュン																																						女子 学校対抗　　　準決勝 ダンシ ガッコウ タイコウ ジュン ケッショウ



						246				洛東								3				対		1				247				鳥羽												246				洛東								3				対		0				249				北嵯峨

				１Ｓ		4603				小川				侑希				3		11		-		8		0		4704				伊藤				頼人						１Ｓ		4603				木下				美菜				3		11		-		4		0		4905				髙橋				茉那

																				11		-		8																																		11		-		8

																				11		-		6																																		11		-		8

																						-																																						-

																						-																																						-

				２Ｓ		4604				小原				和己				3		11		-		13		1		4702				徳田				祥吾						２Ｓ		4602				近記				百香				3		11		-		4		0		4901				八木				望

																				11		-		3																																		11		-		8

																				11		-		7																																		11		-		7

																				11		-		6																																				-

																						-																																						-

				３Ｄ		4603				小川				侑希				0		9		-		11		3		4702				徳田				祥吾						３Ｄ		4601				今西				梓				3		12		-		10		1		4901				八木				望

																				8		-		11																																		11		-		6

																				6		-		11																																		3		-		11

						4601				宮前				卓哉								-						4701				中川				大成								4602				近記				百香						11		-		7				4902				山内				藍里

																						-																																						-

				４Ｓ		4601				宮前				卓哉				3		11		-		4		0		4708				高野				奎太朗						４Ｓ		4601				今西				梓								-						4902				山内				藍里

																				11		-		4																																				-

																				13		-		11																																				-

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		4608				窪田				祥也						5		-		11				4701				中川				大成						５Ｓ		4604				谷岡				美由紀								-						4903				上野				奈美

																				11		-		8																																				-

																				11		-		8																																				-

																						-																																						-

																						-																																						-



						252				桃山								3				対		2				255				京都すばる												262				莵道								3				対		1				252				桃山

				１Ｓ		5209				市川				真吾				3		11		-		6		0		5508				中塚				悠斗						１Ｓ		6202				大塚				栞奈				3		11		-		5		0		5203				山﨑				菜摘

																				11		-		7																																		12		-		10

																				14		-		12																																		11		-		9

																						-																																						-

																						-																																						-

				２Ｓ		5201				新谷				直生				3		11		-		9		0		5501				髙橋				隼人						２Ｓ		6206				川越				悠里				0		5		-		11		3		5201				髙木				莉紗

																				11		-		8																																		3		-		11

																				11		-		5																																		9		-		11

																						-																																						-

																						-																																						-

				３Ｄ		5202				太田				雄大				2		11		-		7		3		5501				髙橋				隼人						３Ｄ		6201				安達				麻衣子				3		11		-		2		0		5201				髙木				莉紗

																				4		-		11																																		11		-		7

																				11		-		7																																		11		-		8

						5201				新谷				直生						7		-		11				5502				對馬				淡								6202				大塚				栞奈								-						5202				服部				聖来

																				9		-		11																																				-

				４Ｓ		5204				松灘				慎太郎				1		11		-		9		3		5502				對馬				淡						４Ｓ		6201				安達				麻衣子				3		11		-		4		0		5202				服部				聖来

																				9		-		11																																		11		-		4

																				8		-		11																																		11		-		5

																				5		-		11																																				-

																						-																																						-

				５Ｓ		5202				太田				雄大				3		9		-		11		1		5503				原田				朋幸						５Ｓ		6204				磯部				風羽						14		-		12				5205				廣瀨				友唯

																				11		-		5																																		11		-		5

																				11		-		8																																				-

																				11		-		8																																				-

																						-																																						-



				男子 学校対抗　　　決　勝																																						女子 学校対抗　　　決　勝 ダンシ ガッコウ タイコウ ケツ カチ



						246				洛東								3				対		0				252				桃山												262				莵道								3				対		0				246				洛東																				248

				１Ｓ		4601				宮前				卓哉				3		7		-		11		2		5201				新谷				直生						１Ｓ		6201				安達				麻衣子				3		5		-		11		1		4602				近記				百香																4801

																				11		-		9																																		11		-		5

																				11		-		6																																		11		-		9

																				9		-		11																																		11		-		5

																				11		-		4																																				-

				２Ｓ		4604				小原				和己				3		11		-		9		2		5209				市川				真吾						２Ｓ		6203				今西				純				3		11		-		8		0		4604				谷岡				美由紀																4806

																				10		-		12																																		11		-		7

																				11		-		9																																		12		-		10

																				15		-		17																																				-

																				11		-		7																																				-

				３Ｄ		4603				小川				侑希				3		11		-		8		0		5202				太田				雄大						３Ｄ		6201				安達				麻衣子				3		11		-		7		0		4602				近記				百香																4801

																				12		-		10																																		12		-		10

																				11		-		6																																		11		-		8

						4601				宮前				卓哉								-						5201				新谷				直生								6202				大塚				栞奈								-						4601				今西				梓																4802

																						-																																						-

				４Ｓ		4603				小川				侑希								-						5202				太田				雄大						４Ｓ		6202				大塚				栞奈								-						4601				今西				梓																4802

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

				５Ｓ		4608				窪田				祥也								-						5204				松灘				慎太郎						５Ｓ		6204				磯部				風羽								-						4603				木下				美菜																4803

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-

																						-																																						-







																																																																														stop

						247				鳥羽								3				対		2				262				莵道												262				莵道								3				対		1				252				桃山

				１Ｓ		4704				伊藤				頼人				0		3		-		11		3		6202				伏見谷				翔哉						１Ｓ		6204				磯部				風羽				3		11		-		7		0		5202				服部				聖来

																				7		-		11																																		11		-		3

																				0		-		11																																		13		-		11

																						-																																						-

																						-																																						-

				２Ｓ		4701				中川				大成				3		11		-		6		0		6204				清水				壮						２Ｓ		6201				安達				麻衣子				3		11		-		7		0		5204				輕尾				有紗

																				11		-		4																																		11		-		6

																				11		-		5																																		15		-		13

																						-																																						-

																						-																																						-

				３Ｄ		4701				中川				大成				1		2		-		11		3		6202				伏見谷				翔哉						３Ｄ		6204				磯部				風羽				0		8		-		11		3		5203				山﨑				菜摘

																				11		-		7																																		9		-		11

																				5		-		11																																		9		-		11

						4702				徳田				祥吾						4		-		11				6201				二家				涼平								6202				大塚				栞奈								-						5201				髙木				莉紗

																						-																																						-

				４Ｓ		4702				徳田				祥吾				3		11		-		7		0		6201				二家				涼平						４Ｓ		6202				大塚				栞奈				3		11		-		9		1		5203				山﨑				菜摘

																				22		-		20																																		11		-		6

																				11		-		10																																		9		-		11

																						-																																				11		-		7

																						-																																						-

				５Ｓ		4703				下村				祐輝				3		11		-		6		0		6203				岩﨑				勇登						５Ｓ		6203				今西				純						8		-		11				5201				髙木				莉紗

																				11		-		8																																		10		-		12

																				11		-		7																																		11		-		13

																						-																																						-

																						-																																						-



　ここは、　団体の記録入力時は秋１次のCodeで入力し公立シングルス名簿作成までの間に値複写で関数を消すこと。
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