
主審（1名） 点示・IF兼サーバー札（2名）
1 大経法（山中・高松） 大産大（桂・山﨑） 大体大（土井・久森） 関西大（蓮尾・岡田）

2 関学大（滝川・脇谷） 関福祉（菅井・吉川） 大経法（中原・石田） 大体大（小田垣・前田）

3 大体大（土井・久森） 関西大（蓮尾・岡田） 大経法（山中・高松） 大産大（桂・山﨑）

4 大経法（中原・石田） 大体大（小田垣・前田） 関学大（滝川・脇谷） 関福祉（菅井・吉川）

5 関学大（坂本・酒井） 大経法（山中・高松） 大体大（土井・久森） 関学大（齋藤・水谷）

6 近畿大（江崎・今中） 関学大（滝川・脇谷） 大経法（中原・石田） 京産大（畑本・金沢）

7 関学大（齋藤・水谷） 大体大（土井・久森） 大経法（山中・高松） 関学大（坂本・酒井）

8 京産大（畑本・金沢） 大経法（中原・石田） 関学大（滝川・脇谷） 近畿大（江崎・今中）

9 大産大（桂・山﨑） 関学大（坂本・酒井） 関西大（蓮尾・岡田） 関学大（齋藤・水谷）

10 関福祉（菅井・吉川） 近畿大（江崎・今中） 大体大（小田垣・前田） 京産大（畑本・金沢）

11 関西大（蓮尾・岡田） 関学大（齋藤・水谷） 大産大（桂・山﨑） 関学大（坂本・酒井）

12 大体大（小田垣・前田）京産大（畑本・金沢） 関福祉（菅井・吉川） 近畿大（江崎・今中）

13 公認審判員 大体大（篠森・浦田） 大経法（井田・上村） 同志社（宮野・柴田）

14 関福祉（小林大・貞松）びわこ（片岡・松井） 神院大（守屋・西口） 同志社（奥村・西村隼）

15 大経法（井田・上村） 同志社（宮野・柴田） 同志社（北川・平田） 神院大（山本・小嶋）

16 神院大（貞中・塩津） 大商大（近藤・加山） 大体大（篠森・浦田） びわこ（片岡・松井）

17 同志社（北川・平田） 神院大（山本・小嶋） 大経法（井田・上村） 神院大（三宅・椎屋）　

18 同志社（宮野・柴田） 同志社（奥村・西村隼） 神院大（守屋・西口） 関福祉（小林大・貞松）

19 神院大（三宅・椎屋）　 大経法（井田・上村） 同志社（北川・平田） 大商大（近藤・加山）

20 神院大（山本・小嶋） 神院大（守屋・西口） 同志社（宮野・柴田） 神院大（三宅・椎屋）　

21 大体大（篠森・浦田） 同志社（北川・平田） 同志社（奥村・西村隼） 関福祉（小林大・貞松）

22 神院大（守屋・西口） 神院大（三宅・椎屋） 神院大（山本・小嶋） 大商大（近藤・加山）

主審（1名） 点示・IF兼サーバー札（2名）
1 近畿大（五味・松浦） びわこ（小林・福島） 近畿大（後藤・中谷） 同志社（中井・中村）

2 大体大（松本・佐近） 龍谷大（川上・松野） 近畿大（本多・藤川） 大商大（田中・永松）

3 近畿大（後藤・中谷） 同志社（中井・中村） 近畿大（五味・松浦） びわこ（小林・福島）

4 近畿大（本多・藤川） 大商大（田中・永松） 大体大（松本・佐近） 龍谷大（川上・松野）

5 神院大（石橋直・大塚） 近畿大（五味・松浦） 近畿大（後藤・中谷） 大経法（平原・福島）

6 神院大（篠原・斉藤） 大体大（松本・佐近） 近畿大（本多・藤川） 神院大（石橋来・藤井）

7 大経法（平原・福島） 近畿大（後藤・中谷） 近畿大（五味・松浦） 神院大（石橋直・大塚）

8 神院大（石橋来・藤井） 近畿大（本多・藤川） 大体大（松本・佐近） 神院大（篠原・斉藤）

9 びわこ（小林・福島） 神院大（石橋直・大塚） 同志社（中井・中村） 大経法（平原・福島）

10 龍谷大（川上・松野） 神院大（篠原・斉藤） 大商大（田中・永松） 神院大（石橋来・藤井）

11 同志社（中井・中村） 大経法（平原・福島） びわこ（小林・福島） 神院大（石橋直・大塚）

12 大商大（田中・永松） 神院大（石橋来・藤井） 龍谷大（川上・松野） 神院大（篠原・斉藤）

13 同志社（小林・引田） 龍谷大（白川・西畑） 大院大（小泉・原田） 近畿大（上山・東影）

14 龍谷大（白川・西畑） 大院大（山崎・田中） 関西大（藤井・金子） 関福祉（中尾・岩光）

15 大院大（山崎・田中） 近畿大（上山・東影） 大国際（平野・仲宗根） 大体大（堀田・山崎）

16 近畿大（上山・東影） 関福祉（中尾・岩光） 大院大（小泉・原田） 同志社（小林・引田）

17 関福祉（中尾・岩光） 大体大（堀田・山崎） 関西大（藤井・金子） 龍谷大（白川・西畑）

18 大体大（堀田・山崎） 大院大（小泉・原田） 大国際（平野・仲宗根） 大院大（山崎・田中）

19 大院大（小泉・原田） 関西大（藤井・金子） 大体大（篠森・浦田） 神院大（貞中・塩津）

20 関西大（藤井・金子） 大国際（平野・仲宗根） 近畿大（上山・東影） 同志社（小林・引田）

21 大国際（平野・仲宗根） 学連員 関福祉（中尾・岩光） 龍谷大（白川・西畑）

22 公認審判員 同志社（小林・引田） 大体大（堀田・山崎） 大院大（山崎・田中）
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主審（1名） 点示・IF兼サーバー札（2名）
1 関福祉（清水・柴田） びわこ（今井・中村） 大院大（古川・東窪） 大体大（東・澤近）

2 大産大（早野・内藤） 追手門（古本・西村） 近畿大（中野・小磯） びわこ（山野・増村）

3 大院大（古川・東窪） 大体大（東・澤近） 関福祉（清水・柴田） びわこ（今井・中村）

4 近畿大（中野・小磯） びわこ（山野・増村） 大産大（早野・内藤） 追手門（古本・西村）

5 龍谷大（花浦・渡部） 関福祉（清水・柴田） 大院大（古川・東窪） 関西大（田村・久保田）

6 関福祉（岸・小林凌） 大産大（早野・内藤） 近畿大（中野・小磯） 関福祉（嘉土・西本）

7 関西大（田村・久保田）大院大（古川・東窪） 関福祉（清水・柴田） 龍谷大（花浦・渡部）

8 関福祉（嘉土・西本） 近畿大（中野・小磯） 大産大（早野・内藤） 関福祉（岸・小林凌）

9 びわこ（今井・中村） 龍谷大（花浦・渡部） 大体大（東・澤近） 関西大（田村・久保田）

10 追手門（古本・西村） 関福祉（岸・小林凌） びわこ（山野・増村） 関福祉（嘉土・西本）

11 大体大（東・澤近） 関西大（田村・久保田）びわこ（今井・中村） 龍谷大（花浦・渡部）

12 びわこ（山野・増村） 関福祉（嘉土・西本） 追手門（古本・西村） 関福祉（岸・小林凌）

13 公認審判員 大産大（森・伊藤） 大大谷（池田・坂井） 同志社（堀・伊藤）

14 大産大（森・伊藤） 龍谷大（中西・徳田） 近畿大（北村・荒木） 京産大（堀川・畑中）

15 龍谷大（中西・徳田） 同志社（堀・伊藤） 同志社（西村健・伴） 大大谷（寺島・中山）

16 同志社（堀・伊藤） 京産大（堀川・畑中） 大大谷（池田・坂井） 大経法（大井・六車）

17 京産大（堀川・畑中） 大大谷（寺島・中山） 近畿大（北村・荒木） 大産大（森・伊藤）

18 大大谷（寺島・中山） 大大谷（池田・坂井） 同志社（西村健・伴） 龍谷大（中西・徳田）

19 大大谷（池田・坂井） 近畿大（北村・荒木） 同志社（堀・伊藤） 大経法（大井・六車）

20 近畿大（北村・荒木） 同志社（西村健・伴） 京産大（堀川・畑中） 大産大（森・伊藤）

21 同志社（西村健・伴） 大経法（大井・六車） 大大谷（寺島・中山） 龍谷大（中西・徳田）

22 大経法（大井・六車） 学連員 びわこ（片岡・松井） 神院大（貞中・塩津）

主審（1名） 点示・IF兼サーバー札（2名）
1 佛教大（谷・荒川） 大体大（木下・山田） 神院大（岡村・吉永） 大体大（岩本・松井）

2 大院大（西岡・東） 神院大（北川・永井） 神院大（宮崎・久語） 佛教大（中川・野本）

3 大国際（山本・仲宗根）神院大（大西・姫路） 神院大（山地・御手洗） 大体大（吉田・坂本）

4 武庫川（山下・宮下） 大体大（権藤・山本咲） 帝塚山（石橋・西川） 神院大（石津・坂手）

5 神院大（岡村・吉永） 大体大（岩本・松井） 佛教大（谷・荒川） 大体大（木下・山田）

6 神院大（宮崎・久語） 佛教大（中川・野本） 大院大（西岡・東） 神院大（北川・永井）

7 神院大（山地・御手洗）大体大（吉田・坂本） 大国際（山本・仲宗根） 神院大（大西・姫路）

8 帝塚山（石橋・西川） 神院大（石津・坂手） 武庫川（山下・宮下） 大体大（権藤・山本咲）

＊9 公認審判員 学連員 d1敗者 d2敗者
＊10 公認審判員 学連員 d3敗者 d4敗者
＊11 公認審判員 学連員 d5敗者 d6敗者
＊12 公認審判員 学連員 d7敗者 d8敗者

13 大体大（赤澤・山本千） 佛教大（能代・舩戸） 神院大（青野・松村） 帝塚山（池田・前田）

14 姫獨大（北村・大菅） 帝塚山（松田・大髙） 大体大（重親・荒尾） 大院大（櫻木・西村）

15 大院大（大塚・中村） 大体大（黒田・船田） 大院大（長谷部・清水） 大国際（大西・清田）

16 佛教大（岡田・清水） 帝塚山（吉田・中野） 神院大（金田・臼井） 大体大（楠岡・増田）

17 神院大（青野・松村） 帝塚山（池田・前田） 大体大（赤澤・山本千） 佛教大（能代・舩戸）

18 大体大（重親・荒尾） 大院大（櫻木・西村） 姫獨大（北村・大菅） 帝塚山（松田・大髙）

19 大院大（長谷部・清水） 大国際（大西・清田） 大院大（大塚・中村） 大体大（黒田・船田）

20 神院大（金田・臼井） 大体大（楠岡・増田） 佛教大（岡田・清水） 帝塚山（吉田・中野）

＊21公認審判員 学連員 d13敗者 d14敗者

＊22公認審判員 学連員 d15敗者 d16敗者
＊23 公認審判員 学連員 d17敗者 d18敗者
＊24 公認審判員 学連員 d19敗者 d20敗者

※主審1名はペア2名から1名
※競技方式21点制1セットマッチ（23点打ち切り）
＊№は15点制1セットマッチ
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