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ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 監督 競技者１ 競技者２ 競技者３ 競技者４ 競技者５ 競技者６ 競技者７ 競技者８ 競技者９ 競技者１０ 競技者１１ 競技者１２ 競技者１３ 競技者１４

ＮＴＴ西日本 清水 康次 関戸　雅輝 益田　賢太朗 監物　稔浩 渡邊　力将 木村　勇貴 竹ノ内　佳樹 中西　健 馬場　翔大 小松　巧弥 城越　勇星 山本　翔馬 大塚　倭 浦川　大樹 パトリック　マゼンゲ　ワンブィ

ｴﾇﾃｨﾃｨﾆｼﾆﾎﾝ ｾｷﾄﾞﾏｻｷ ﾏｽﾀﾞｹﾝﾀﾛｳ ｹﾝﾓﾂﾄｼﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞﾘｷﾉﾌﾞ ｷﾑﾗﾕｳｷ ﾀｹﾉｳﾁﾖｼｷ ﾅｶﾆｼｹﾝ ﾊﾞﾊﾞｼｮｳﾀ ｺﾏﾂﾀｸﾐ ｼﾛｺｼﾕｳｾｲ ﾔﾏﾓﾄｼｮｳﾏ ｵｵﾂｶﾔﾏﾄ ｳﾗｶﾜﾀﾞｲｷ ﾊﾟﾄﾘｯｸﾏｾﾞﾝｹﾞﾜﾝﾌﾞｨ

ＳＧホールディングス 中野　　剛 菊池　貴文 飯沼　健太 橋爪　孝安 柿原　聖哉 石橋　安孝 林　竜之介 千葉　直輝 八巻　雄飛 ピーター　ランガット 竹下　凱 湯澤　舜 鈴木　勝彦 三上　嵩斗 橋詰　大慧

ｴｽｼﾞｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ ｷｸﾁﾀｶﾌﾐ ｲｲﾇﾏｹﾝﾀ ﾊｼﾂﾞﾒﾀｶﾔｽ ｶｷﾊﾗﾏｻﾔ ｲｼﾊﾞｼﾔｽﾀｶ ﾊﾔｼﾘｭｳﾉｽｹ ﾁﾊﾞﾅｵｷ ﾔﾏｷﾕｳﾄ ﾋﾟｰﾀｰﾗﾝｶﾞｯﾄ ﾀｹｼﾀｶｲ ﾕｻﾞﾜｼｭﾝ ｽｽﾞｷｶﾂﾋｺ ﾐｶﾐｼｭｳﾄ ﾊｼﾂﾞﾒﾀｲｾｲ

住友電工 渡辺　康幸 藤村　行央 伊藤　和麻 熊谷　拓馬 高田　康暉 村本　一樹 平賀　翔太 遠藤　日向 茂木　亮太 田村　和希 中村　祐紀 井上　弘也 坂口　裕之 永山　博基

ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳﾌｼﾞﾑﾗﾕｷｵ ﾌｼﾞﾑﾗﾕｷｵ ｲﾄｳｶｽﾞﾏ ｸﾏｶﾞｲﾀｸﾏ ﾀｶﾀﾞｺｳｷ ﾑﾗﾓﾄｶｽﾞｷ ﾋﾗｶﾞｼｮｳﾀ ｴﾝﾄﾞｳﾋｭｳｶﾞ ﾓﾃｷﾞﾘｮｳﾀ ﾀﾑﾗｶｽﾞｷ ﾅｶﾑﾗﾕｳｷ ｲﾉｳｴﾋﾛﾔ ｻｶｸﾞﾁﾋﾛﾕｷ ﾅｶﾞﾔﾏﾋﾛｷ

大塚製薬 犬伏　孝行 奥谷　裕一 松本　葵 岡田　竜治 野田　一貴 山川　雄大 上門　大祐 上村　和生 髙橋　裕太 秦　将吾 國行　麗生 打越　雄允 新井　和貴 森田　智哉 宮木　快盛

ｵｵﾂｶｾｲﾔｸ ｵｸﾀﾆﾕｳｲﾁ ﾏﾂﾓﾄｱｵｲ ｵｶﾀﾞﾘｭｳｼﾞ ﾉﾀﾞｶｽﾞｷ ﾔﾏｶﾜﾕｳﾀﾞｲ ｳｴｶﾄﾞﾀﾞｲｽｹ ｳｴﾑﾗｶｽﾞｷ ﾀｶﾊｼﾕｳﾀ ﾊﾀｼｮｳｺﾞ ｸﾆﾕｷﾚｵ ｳﾁｺｼﾕｳｽｹ ｱﾗｲｶｽﾞｷ ﾓﾘﾀﾄﾓﾔ ﾐﾔｷｶｲｾｲ

大阪ガス 小坂田　　淳 細川　勇介 今﨑　俊樹 廣瀨　大貴 辻横　浩輝 中村　涼 籔下　響大 岩﨑　祐也 奥村　杏平 野中　優志 辻村　公佑 坂東　剛

ｵｵｻｶｶﾞｽ ﾎｿｶﾜﾕｳｽｹ ｲﾏｻﾞｷﾄｼｷ ﾋﾛｾﾀﾞｲｷ ﾂｼﾞﾖｺﾋﾛｷ ﾅｶﾑﾗﾘｮｳ ﾔﾌﾞｼﾀｷｮｳﾀ ｲﾜｻｷﾕｳﾔ ｵｸﾑﾗｷｮｳﾍｲ ﾉﾅｶﾏｻｼ ﾂｼﾞﾑﾗﾕｳｽｹ ﾊﾞﾝﾄﾞｳﾂﾖｼ

山陽特殊製鋼 家谷　和男 篠藤　淳 森川　翔平 秋本　優紀 熊橋　弘将 熊代　拓也 藤原　直樹 大根田　航太 髙田　大樹 山口　修 小岩　慎治 岡本　哲平 山端　哲世 樋口　賢太郎 平尾　壮太

ｻﾝﾖｳﾄｸｼｭｾｲｺｳ ｼﾉﾄｳｼﾞｭﾝ ﾓﾘｶﾜｼｮｳﾍｲ ｱｷﾓﾄﾕｳｷ ｸﾏﾊｼﾋﾛﾏｻ ｸﾏｼﾛﾀｸﾔ ﾌｼﾞﾜﾗﾅｵｷ ｵｵﾈﾀﾞｺｳﾀ ﾀｶﾀﾀﾞｲｷ ﾔﾏｸﾞﾁｼｭｳ ｺｲﾜｼﾝｼﾞ ｵｶﾓﾄﾃｯﾍﾟｲ ﾔﾏﾊﾀﾃｯｾｲ ﾋｸﾞﾁｹﾝﾀﾛｳ ﾋﾗｵｿｳﾀ

大阪府警 伐栗　直樹 鍋谷　紀之 清水　弥寿允 米田　大輝 芝田　俊作 谷原　先嘉 永信　明人 源　康介 藤山　悠斗 浜田　泰輔 比夫見　将吾 吉野　駆流

ｵｵｻｶﾌｹｲ ﾅﾍﾞﾀﾆﾉﾘﾕｷ ｼﾐｽﾞﾔｽﾏｻ ﾖﾈﾀﾞﾋﾛｷ ｼﾊﾞﾀｼｭﾝｻｸ ﾀﾆﾊﾗﾏﾄﾞｶ ｴｲｼﾝｱｷﾋﾄ ﾐﾅﾓﾄｺｳｽｹ ﾌｼﾞﾔﾏﾕｳﾄ ﾊﾏﾀﾞﾀｲｽｹ ﾋﾌﾐｼｮｳｺﾞ ﾖｼﾉｶｹﾙ

兵庫県警 南　伸彦 石村　哲夫 德岡　茂樹 竹村　真一 芳養　孝之 吉田　健児 庄司　博貴 紫川　浩佳 出崎　孝行 中澤　徹哉 森田　昌嗣 渡辺　敏行 亀田　陽平 脇田　一馬 原　捷太郎

ﾋｮｳｺﾞｹﾝｹｲ ｲｼﾑﾗﾃﾂｵ ﾄｸｵｶｼｹﾞｷ ﾀｹﾑﾗｼﾝｲﾁ ﾊﾔﾀｶｼ ﾖｼﾀﾞｹﾝｼﾞ ｼｮｳｼﾞﾋﾛﾀｶ ｼｶﾞﾜﾋﾛﾖｼ ﾃﾞｻｷﾀｶﾕｷ ﾅｶｻﾞﾜﾃﾂﾔ ﾓﾘﾀﾏｻﾂｸﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞﾄｼﾕｷ ｶﾒﾀﾞﾖｳﾍｲ ﾜｷﾀｶｽﾞﾏ ﾊﾗｼｮｳﾀﾛｳ

大阪市役所 永岡　久直 陶山　俊三 國樹　秀延 長島　潮 柿島　瑞紀 松木　祥博 大黒　裕史 佐藤　正義 堀内　誠 永岡　久直 岡　秀哲 辻　啓太 竹田　悟史 藤田　悠希 山腰　浩史

ｵｵｻｶｼﾔｸｼｮ ﾄｳﾔﾏﾄｼﾐﾂ ｸﾆｷﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ﾅｶﾞｼﾏｳｼｵ ｶｷｼﾏﾐｽﾞｷ ﾏﾂｷﾖｼﾋﾛ ｵｵｸﾞﾛﾋﾛﾌﾐ ｻﾄｳﾏｻﾖｼ ﾎﾘｳﾁﾏｺﾄ ﾅｶﾞｵｶﾅｵﾋｻ ｵｶﾋﾃﾞｱｷ ﾂｼﾞｹｲﾀ ﾀｹﾀﾞｻﾄｼ ﾌｼﾞﾀﾕｳｷ ﾔﾏｺﾞｼﾋﾛｼ

大阪府庁 明知　暢也 桑原　大祐 村形　裕司 伊東　治樹 森本　研一 松阪　真之 宮村　幸治 大野　鐘三 田中　俊輔 田口　康介 髙橋　淳一郎 矢吹　芳教 石伏　強 明知　暢也

ｵｵｻｶﾌﾁｮｳ ｸﾜﾊﾗﾀﾞｲｽｹ ﾑﾗｶﾀﾕｳｼﾞ ｲﾄｳﾊﾙｷ ﾓﾘﾓﾄｹﾝｲﾁ ﾏﾂｻｶﾏｻｼ ﾐﾔﾑﾗｺｳｼﾞ ｵｵﾉｼｮｳｿﾞｳ ﾀﾅｶｼｭﾝｽｹ ﾀｸﾞﾁｺｳｽｹ ﾀｶﾊｼｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ﾔﾌﾞｷﾖｼﾉﾘ ｲｼﾌﾞｼﾂﾖｼ ｱｹﾁﾉﾌﾞﾔ

奈良選抜(OPN) 大歳研悟 田中　康規 森　和彦 平田　治 大歳　研悟 岡村　樹 木村　友哉 木村　悠 西山　優 福田　真哉 安達　裕輝 北　裕介 瀬尾　良平

ﾅﾗｾﾝﾊﾞﾂﾀﾅｶﾔｽﾉﾘ ﾀﾅｶﾔｽﾉﾘ ﾓﾘｶｽﾞﾋｺ ﾋﾗﾀｵｻﾑ ｵｵﾄｼｹﾝｺﾞ ｵｶﾑﾗﾀﾂｷ ｷﾑﾗﾄﾓﾔ ｷﾑﾗﾕｳ ﾆｼﾔﾏﾕｳ ﾌｸﾀﾞﾏｻﾔ ｱﾀﾞﾁﾕｳｷ ｷﾀﾕｳｽｹ ｾｵﾘｮｳﾍｲ

和歌山選抜(OPN) 中島　章雄 高石　陽平 重石　卓哉 清水　陽介 林　優 宮本　寛司 城本　尚人 三浦　雄亮 薮本　圭司 中島　章雄

ﾜｶﾔﾏｾﾝﾊﾞﾂﾀｶｲｼﾖｳﾍｲ ﾀｶｲｼﾖｳﾍｲ ｶｻﾈｲｼﾀｸﾔ ｼﾐｽﾞﾖｳｽｹ ﾊﾔｼｽｸﾞﾙ ﾐﾔﾓﾄｶﾝｼﾞ ｼﾛﾓﾄﾅｵﾄ ﾐｳﾗﾕｳｽｹ ﾔﾌﾞﾓﾄｹｲｼﾞ ﾅｶｼﾞﾏｱｷｵ

高知県庁ＲＣ(OPN) 千屋　和仁 池田　真也 千屋　和仁 田内　優成 久松　大海 門田　晃誠 大石　一心 井本　景 野川　雄史 宮脇　智也

ｺｳﾁｹﾝﾁｮｳﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ｲｹﾀﾞｼﾝﾔ ﾁﾔｶｽﾞﾋﾄ ﾀﾉｳﾁﾕｳｾｲ ﾋｻﾏﾂﾋﾛﾐ ｶﾄﾞﾀｺｳｾｲ ｵｵｲｼﾏｺﾄ ｲﾓﾄｹｲ ﾉｶﾞﾜﾀｶﾌﾐ ﾐﾔﾜｷﾄﾓﾔ

GR連合(OPN) 岩根　裕司 泉本　直也 山口　雄也 今田　真哉 粟田　貴明 岩田　一希 外村　翼 岩根　裕司

ｼﾞｰｱｰﾙﾚﾝｺﾞｳ ｲｽﾞﾓﾄﾅｵﾔ ﾔﾏｸﾞﾁﾕｳﾔ ｲﾏﾀﾞｼﾝﾔ ｱﾜﾀﾀｶｱｷ ｲﾜﾀｶｽﾞｷ ﾎｶﾑﾗﾂﾊﾞｻ ｲﾜﾈﾕｳｼﾞ
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