
螂隣螂隣螂隣螂隣 燔p隣燔p隣燔p隣燔p隣 螂隣螂隣螂隣螂隣 燔p隣燔p隣燔p隣燔p隣 螂隣螂隣螂隣螂隣 燔p隣燔p隣燔p隣燔p隣

シケ 养㊏ 03衷フ焜 懃0 ㎝禺彿 珽ÿ 崢ゅ暑朝 懃0

ジケ 养㊏ 52暼離軛 4/11胥 陬邇暈 懃0 埔衷纔▕ 懃0

スケ 养㊏ 隴奚フ断 軛ú 迯譏♤烋 彌療 ■ゅ{Û 軛ú

膲スケ 养㊏ 椌滿珽睚 4/11胥 4榮フ糧 ガ朞 隴奚フ断 軛ú

シケ 养㊏ 埔衷纔▕ 懃0 ㎝禺彿 珽ÿ 樅0フ焜 懃0

ジケ 养㊏ 樅鑚珽糧 珽ÿ 椌褫邇領 4/11胥 滿琢藁団 懃0

スケ 养㊏ 隴奚フ断 軛ú ■ゅ{Û 軛ú 珽樅40ɔⅧ 4/11胥

膲スケ 养㊏ ホ戻譏汲 濯鑵 4榮フ糧 ガ朞 鰶ゅ爲ゝ 懃0

シケ 养㊏ 嘆樅椒迭 彳悗 埔衷纔▕ 懃0 胥滿2/9フ 濯鑵

ジケ 养㊏ ó鑵熏㋹ bブ 肘鑚Ǎ彿 懃0 樅鑚珽糧 珽ÿ

スケ 养㊏ 胥滿繈烋 濯鑵 縫樅裕廂 懃0 ゅ嘆藁熏 彳悗

膲スケ 养㊏ ホ戻譏汲 濯鑵 ゅ嘆焜肘 濯鑵 戻褫堊 滿ガ

シケ 养㊏ 嘆樅椒迭 彳悗 隰鑚迈跳 庁楯 彳も⊕縅 懃0

ジケ 养㊏ 屠ゅ繈N 怡フ ó鑵熏㋹ bブ 檢鑚縅餃 彳悗

スケ 养㊏ 縫樅裕廂 懃0 胥滿繈烋 濯鑵 蹙珽鐚〝 襁⅘

膲スケ 养㊏ ホ戻譏汲 濯鑵 戻褫堊 滿ガ ゅ嘆焜肘 濯鑵

祲箐䅈祲箐䅈祲箐䅈祲箐䅈

LCYC038嘖鰭爍p仔実痔鴫旨式執市敏腆⑯彳抵瀕085嘖鰭爍p褊典テ彳抵耨ふ←LCYC038嘖鰭爍p仔実痔鴫旨式執市敏腆⑯彳抵瀕085嘖鰭爍p褊典テ彳抵耨ふ←LCYC038嘖鰭爍p仔実痔鴫旨式執市敏腆⑯彳抵瀕085嘖鰭爍p褊典テ彳抵耨ふ←LCYC038嘖鰭爍p仔実痔鴫旨式執市敏腆⑯彳抵瀕085嘖鰭爍p褊典テ彳抵耨ふ←

鰭爍礥籞𥫣篖箵竴穪䆴篖穵鰭爍礥籞𥫣篖箵竴穪䆴篖穵鰭爍礥籞𥫣篖箵竴穪䆴篖穵鰭爍礥籞𥫣篖箵竴穪䆴篖穵

鰭爍礥籞𥫣篖箐磹穪䆴篖穵鰭爍礥籞𥫣篖箐磹穪䆴篖穵鰭爍礥籞𥫣篖箐磹穪䆴篖穵鰭爍礥籞𥫣篖箐磹穪䆴篖穵

烋耨43烝:鏤;蹙*蹙χ跚軛ú滲コペ黻凋㍿止執祉実烋耨43烝:鏤;蹙*蹙χ跚軛ú滲コペ黻凋㍿止執祉実烋耨43烝:鏤;蹙*蹙χ跚軛ú滲コペ黻凋㍿止執祉実烋耨43烝:鏤;蹙*蹙χ跚軛ú滲コペ黻凋㍿止執祉実

ゲ使璈膅ニヂヘヂɔ埴k癮使䐢ゲ使璈膅ニヂヘヂɔ埴k癮使䐢ゲ使璈膅ニヂヘヂɔ埴k癮使䐢ゲ使璈膅ニヂヘヂɔ埴k癮使䐢

鰭爍敏腆⑯箵竴穪䆴篖穵鰭爍敏腆⑯箵竴穪䆴篖穵鰭爍敏腆⑯箵竴穪䆴篖穵鰭爍敏腆⑯箵竴穪䆴篖穵

鰭爍敏腆⑯箐磹穪䆴篖穵鰭爍敏腆⑯箐磹穪䆴篖穵鰭爍敏腆⑯箐磹穪䆴篖穵鰭爍敏腆⑯箐磹穪䆴篖穵

ゲ哲ゲ哲ゲ哲ゲ哲 コ哲コ哲コ哲コ哲 ゴ哲ゴ哲ゴ哲ゴ哲
使魔慕使魔慕使魔慕使魔慕



2部　初心者の部（兵庫県在住者に限る）2部　初心者の部（兵庫県在住者に限る）2部　初心者の部（兵庫県在住者に限る）2部　初心者の部（兵庫県在住者に限る）

氏名氏名氏名氏名 府県名府県名府県名府県名 氏名氏名氏名氏名 府県名府県名府県名府県名 氏名氏名氏名氏名 府県名府県名府県名府県名

60 ㎏級 大谷行慶 姫路 山路英男 姫路 上田州平 姫路

70 ㎏級 宥下大作 宍粟 福井良幸 姫路 田井康一 神戸

80 ㎏級 藤本大平 明石 松原功児 西脇 板垣浩志 神戸

＋80 ㎏級 澤田和茂 三木 黒田康裕 姫路 井上龍大 明石

60 ㎏級 田中翔悟 姫路 大谷行慶 姫路 高橋慶 神戸

70 ㎏級 上田平智幸 姫路 宥下大作 宍粟 生地譲 神戸

80 ㎏級 高田富佐夫 神戸 藤本大平 明石 板垣浩志 神戸

＋80 ㎏級 東良幸 明石 澤田和茂 三木 高田富佐夫 神戸

女子レフトハンド女子レフトハンド女子レフトハンド女子レフトハンド 西川亜紀子 姫路 大辻真理子 加古川 山本絢子 小野

女子ライトハンド女子ライトハンド女子ライトハンド女子ライトハンド 西川亜紀子 姫路 大辻真理子 加古川 山本絢子 小野

70 ㎏級 泉田真志 加東 生地悠斗 神戸 石原健太郎 姫路

＋70 ㎏級 澤田和茂 三木 井上龍大 明石 西本健斗 加東

70 ㎏級 泉田真志 加東 生地悠斗 神戸 石原健太郎 姫路

＋70 ㎏級 澤田和茂 三木 西本健斗 加東 井上龍大 明石

胸椎損傷レフトハンド胸椎損傷レフトハンド胸椎損傷レフトハンド胸椎損傷レフトハンド 瀬戸山龍太郎 西宮 古林信幸 上郡 池口智里 豊岡

胸椎損傷ライトハンド胸椎損傷ライトハンド胸椎損傷ライトハンド胸椎損傷ライトハンド 瀬戸山龍太郎 西宮 古林信幸 上郡 斉藤勝明 明石

頚椎損傷レフトハンド頚椎損傷レフトハンド頚椎損傷レフトハンド頚椎損傷レフトハンド 森脇隆 佐用 池口智里 豊岡

頚椎損傷ライトハンド頚椎損傷ライトハンド頚椎損傷ライトハンド頚椎損傷ライトハンド 森脇隆 佐用 斉藤勝明 明石

ふれあいの部レフトハンドふれあいの部レフトハンドふれあいの部レフトハンドふれあいの部レフトハンド 池口智里 豊岡 瀬戸山龍太郎 西宮

ふれあいの部ライトハンドふれあいの部ライトハンドふれあいの部ライトハンドふれあいの部ライトハンド 藤縄武 宝塚 瀬戸山龍太郎 西宮無差別級

オニオン男子レフトハンドオニオン男子レフトハンドオニオン男子レフトハンドオニオン男子レフトハンド

オニオン男子ライトハンドオニオン男子ライトハンドオニオン男子ライトハンドオニオン男子ライトハンド

男子ジュニアライトハンド男子ジュニアライトハンド男子ジュニアライトハンド男子ジュニアライトハンド

男子ジュニアレフトハンド男子ジュニアレフトハンド男子ジュニアレフトハンド男子ジュニアレフトハンド

無差別級

無差別級

無差別級

無差別級

無差別級

無差別級

無差別級

3位3位3位3位
部門別部門別部門別部門別 クラスクラスクラスクラス

1位1位1位1位 2位2位2位2位


