
1 tkdテニスクラブ 奈良 吉田 吉永 光宗 水田 堀川 川端

2 ばんくしー 大阪 植田 河合 岡持 副島 横山 出口

3 タルタルチキン 京都 山住 永島 米原 木戸 藤本 山田

4 週末大学生 奈良 松本 飴谷 小藪 杉田 丸谷 奥本 田中 村井

5 動物園 京都 内田 砂野 中山 入江 寺本 水谷

6 子鹿たちの叫び 滋賀 美濃部 浜崎 松浦 辻本 山崎 川原

7 Ｌｅａｐ 大阪 有川 小林 岸本 横山 吉見 飯田

8 とろサーモン 京都 山谷 五味 髙井 和久 上田 松村

9 パイナッツ 滋賀 今井 奥村翼 島田 奥村雄 北出 松本

10 D-MENs 奈良 瓦 中村 小桜 上野 落合 菊川 坂口

11 ラガー（A) 三重 三村 藤岡 平井名 内本 服部 服部

12 ラガー（B) 三重 福住 大橋 仲谷 北野 豊川 後藤

13 バチスタ 大阪 佐々木 松村 渡邉 木村 安東 南田 中尾

14 レッドリボン軍 大阪 池田 小西 小島 徳田 鳥山 大野

15 澤田クラブ 滋賀 澤田 藤居 中野 梅本 山形 西川

16 SAR 滋賀 小澤 山添 瀬川 董中 燈中 小寺 今村

17 チームエスプレッソ 京都 上田 川上 船越 中村 栢割 若林

18 フロムヒア（A） 京都 北尾 柴田 古川 安川 岸 岡山

19 フロムヒア（B） 京都 利倉 池本 山本 小島 榊原 加納

20 フロムヒア（C） 京都 南井 渡邊 大崎 冨江 加藤 広瀬 村井 細見

21 兵庫県民 兵庫 中村 西坂 参輪 久米 萬代 藤原

22 洛南天竜会（A） 京都 上村 樋原 川邉 寺下 吉田 小川 峯田

23 洛南天竜会（B) 京都 清水 山下 伊藤 山口 田中 堀 高橋

24 軟庭喜楽会（A) 京都 八木 藤本 川上 米澤 植田 松田

25 軟庭喜楽会（B) 京都 廣瀬 前田 有馬 高木 鳥養 八木

26 AWAGO 滋賀 下新 髙田 宮武 石野

27 わきや 京都 渡邊 氷上 人見 中脇 白井 中野 神田 浦川 中村

28 アヤタカ 兵庫 東田 栗川 山中 是澤 牟田口 内海

29 京都府庁 京都 齋藤 岡本 酒井 山田 大伴 西村

30 A-SHIN 奈良 駒井 片島 坪倉 榎 林 平岡

1 ばんくしー 大阪 赤松 北浦 片岡 河合 山之内 佐野

2 川口会 京都 川口 瀧川 松尾 北山 上田 斉藤 三藤

3 大津ＳＴＡ 滋賀 河原 川嶋 前出 角口 那須 植月

4 ふりーだむ 京都 森 小山 岩田 安達万 望月 安達美

5 シュパース 京都 尹 井上 中川 伊藤 西 松本

6 洛南天竜会 京都 竹添 竹添 出野 松本 北尾 麻田
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