
競技名 種別 種目 役割 氏名 所属
陸上競技 全種別 総監督 瀧谷　賢司 添上高校
陸上競技 男子 監督 梅本　公士 大宇陀高校
陸上競技 女子 監督 島崎　智弘 吉野中学
陸上競技 成年男子 棒高跳 選手 安井　　亨 添上高校
陸上競技 成年男子 400mR・100m 選手 村田　直哉 順天堂大学
陸上競技 成年男子 走幅跳 選手 福田　真吾 ワールドワイド・アスリーツ奈良
陸上競技 成年男子 400m・400mR 選手 土屋　憲一 関西大学
陸上競技 成年男子 やり投 選手 中田　周作 鴻池ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
陸上競技 成年男子 400mR 選手 秋田　真介 鴻池ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
陸上競技 成年男子 ハーフマラソン 選手 山本　芳弘 トヨタ紡績
陸上競技 成年女子 走高跳・400mR・100H 選手 安田　地中海 大和ガス
陸上競技 成年女子 やり投 選手 吉田恵美可 京都産業大学
陸上競技 成年女子 800m 選手 山下　沙織 大阪体育大学
陸上競技 成年女子 ハーフマラソン 選手 山中美和子 ダイハツ工業
陸上競技 成年女子 走幅跳・400mR 選手 狭川　穏子 ＰＥＥＫ
陸上競技 少年男子共通 走高跳 選手 寺地　研人 添上高校
陸上競技 少年男子A 100m・400mR 選手 木村　慎太郎 添上高校
陸上競技 少年男子A 三段跳 選手 山本　浩希 添上高校
陸上競技 少年男子A 5000m 選手 西田　育弘 智辯学園
陸上競技 少年男子Ａ 砲丸投 選手 中窪　克彰 添上高校
陸上競技 少年男子A やり投 選手 三吉　邦博 一条高校
陸上競技 少年男子B 3000m 選手 丹治　史弥 奈良学園高校
陸上競技 少年男子B 走幅跳 選手 辻本　賢司 奈良高校
陸上競技 少年男子B 200m・400mR 選手 真辻　侑也 平城高校
陸上競技 少年男子 400mR 選手 中川　　崚 香芝高校
陸上競技 少年男子 400mR 選手 西澤　賢哉 生駒高校
陸上競技 少年女子共通 走高跳 選手 萩原　　愛 添上高校
陸上競技 少年女子共通 砲丸投 選手 大谷優貴乃 添上高校
陸上競技 少年女子共通 やり投 選手 西口　真未 添上高校
陸上競技 少年女子A 100m・400mR 選手 松村美輝子 橿原高校
陸上競技 少年女子A 1500m 選手 池田　優子 一条高校
陸上競技 少年女子A 400H 選手 森下　真美 添上高校
陸上競技 少年女子A 400m・400mR 選手 福本　真以子 添上高校
陸上競技 少年女子B 100H 選手 島田沙矢佳 八木中学校
陸上競技 少年女子B 走幅跳・400mR 選手 前田　和香 春日中学校
陸上競技 少年女子B 200m・400mR 選手 本田　愛美 光陽中学校
陸上競技 少年女子 400mR 選手 橋本　真麻 添上高校
陸上競技 少年女子 三段跳 選手 山咲　史真 添上高校
テニス 成年男子 監督兼選 重松　　晶 天理大学
テニス 成年女子 監督兼選 大隈　美奈 飛鳥インドアテニスクラブ
テニス 少年男子 監督 犬飼　昌伸 西の京高校
テニス 少年女子 監督 谷山　了治 ダイヤモンドテニスクラブ学園前
テニス 成年男子 選手 前田　勝志 近畿大学
テニス 成年男子 選手 青田　武仁 早稲田大学
テニス 成年女子 選手 三木　理沙 カネマルＴＰ
テニス 成年女子 選手 灰岡美友紀 神戸松蔭大学
テニス 少年男子 選手 加藤　 昇 片桐高校
テニス 少年男子 選手 和泉　紘介 西の京高校
テニス 少年女子 選手 平田　真穂 富雄高校
テニス 少年女子 選手 一柳　明希 平城高校
ホッケー 成年女子 監督 我妻　活美 香芝高校
ホッケー 少年男子 監督 田中　剛志 室生高校
ホッケー 成年女子 選手 森本さかえ 学校法人　天理大学　総合企画部
ホッケー 成年女子 選手 沼尾　結香 天理大学
ホッケー 成年女子 選手 　林　  晋子 天理大学
ホッケー 成年女子 選手 小野真由美 天理大学
ホッケー 成年女子 選手 阿久津智恵 天理大学
ホッケー 成年女子 選手 喜多田貴子 天理大学
ホッケー 成年女子 選手 　東　　陽子 南都銀行
ホッケー 成年女子 選手 木下　明子 南都銀行
ホッケー 成年女子 選手 北野　裕子 南都銀行
ホッケー 成年女子 選手 仙洞田直美 南都銀行
ホッケー 成年女子 選手 岡田　祐子 南都銀行
ホッケー 成年女子 選手 宮崎　奈美 南都銀行
ホッケー 成年女子 選手 赤澤トク子 南都銀行
ホッケー 成年女子 選手 江﨑絵里華 南都銀行
ホッケー 少年男子 選手 　仲　裕太 天理高校
ホッケー 少年男子 選手 西口　文将 天理高校
ホッケー 少年男子 選手 関口　祐平 天理高校
ホッケー 少年男子 選手 津島　竜也 天理高校
ホッケー 少年男子 選手 田中　健太 天理高校
ホッケー 少年男子 選手 塩川　直人 天理高校
ホッケー 少年男子 選手 坂本　博紀 天理高校
ホッケー 少年男子 選手 清水　大貴 天理高校
ホッケー 少年男子 選手 　橘　 敏郎 天理高校
ホッケー 少年男子 選手 田中　　翼 天理高校
ホッケー 少年男子 選手 畠山　　学 天理高校
ホッケー 少年男子 選手 大谷　　雅 天理高校
ホッケー 少年男子 選手 中山　康大 天理高校
ホッケー 少年男子 選手 徳島　竜太 天理高校
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競技名 種別 種目 役割 氏名 所属
ボクシング 成年男子 監督 樋山　　茂 西和清陵・信貴ｹ丘高校
ボクシング 少年男子 監督 高見　公明 奈良工業高校
ボクシング 少年男子 セコンド 辻本　和正 王寺工業高校
ボクシング 成年男子 ライト級 選手 小形　一平 関西大学
ボクシング 成年男子 フライ級 選手 　西 　准一 東洋大学
ボクシング 成年男子 ライトフライ級 選手 米澤　諒治 東京農業大学
ボクシング 成年男子 ライトウェルター級 選手 岡本　和泰 大阪商業大学
ボクシング 成年男子 フェザー級 選手 糸川　亜聖 拓殖大学
ボクシング 成年男子 ウェルター級 選手 糸川　聖起 拓殖大学
ボクシング 少年男子 ウェルター級 選手 小倉　光裕 王寺工業高校
ボクシング 少年男子 ライトフライ級 選手 木村　良平 王寺工業高校
ボクシング 少年男子 フェザー級 選手 淡路　信吾 王寺工業高校
ボクシング 少年男子 フライ級 選手 進藤　幸市 奈良工業高校
ボクシング 少年男子 ライト級 選手 山田　崇人 奈良工業高校
ボクシング 少年男子 バンタム級 選手 鳥羽　康行 奈良工業高校
バレーボール 少年女子 監督 奥野　孝治 奈良女子高校
バレーボール 少年女子 選手 吉井　奉加 奈良女子高校
バレーボール 少年女子 選手 伊地知茉由 大淀高校
バレーボール 少年女子 選手 三森　早智 奈良女子高校
バレーボール 少年女子 選手 中橋　依子 大淀高校
バレーボール 少年女子 選手 高田　里美 奈良女子高校
バレーボール 少年女子 選手 石川　　唯 奈良女子高校
バレーボール 少年女子 選手 吉永いづみ 奈良女子高校
バレーボール 少年女子 選手 伊達絵里奈 奈良女子高校
バレーボール 少年女子 選手 杉中真由美 奈良女子高校
バレーボール 少年女子 選手 内海　早紀 奈良女子高校
バレーボール 少年女子 選手 南側　有美 奈良女子高校
バレーボール 少年女子 選手 若井　奈賀 奈良女子高校
バスケットボール 成年男子 監督 鍋島　俊哉 東大寺学園高校
バスケットボール 成年女子 監督 坂下　芳浩 奈良佐保短期大学
バスケットボール 成年男子 選手 福本　訓寛 高園産業(株)
バスケットボール 成年男子 選手 若松　　学 京都産業大学
バスケットボール 成年男子 選手 髙松　達平 関西大学
バスケットボール 成年男子 選手 芳野　慎二 立命館大学
バスケットボール 成年男子 選手 喜多　巨将 植樽造園
バスケットボール 成年男子 選手 喜多　　誠 植樽造園
バスケットボール 成年男子 選手 竹原　太一 焼肉　筒井
バスケットボール 成年男子 選手 山下　敦史 近畿大学
バスケットボール 成年男子 選手 山岡　　豊
バスケットボール 成年男子 選手 恒岡　智彦 白うさぎ
バスケットボール 成年男子 選手 東井　重樹 川西市消防本部
バスケットボール 成年男子 選手 辻内　伸也 三井住友海上火災保険株式会社
バスケットボール 成年女子 選手 吉田紗知子 天理大学
バスケットボール 成年女子 選手 　谷　　薫 立命館大学
バスケットボール 成年女子 選手 別府　奈々 大阪国際大学
バスケットボール 成年女子 選手 下西めぐみ 株式会社ヤング商事
バスケットボール 成年女子 選手 森本　敦子 関西美術印刷株式会社
バスケットボール 成年女子 選手 松本　望実 パワーハウス
バスケットボール 成年女子 選手 北川　陽子 Ｈ・Ｍ・Ｄ　コーテック株式会社
バスケットボール 成年女子 選手 水原美千代 大阪体育大学
バスケットボール 成年女子 選手 西本　裕郁 天理大学
バスケットボール 成年女子 選手 小林　智子 株式会社テクノサービス
バスケットボール 成年女子 選手 中村　　綾 天理大学
バスケットボール 成年女子 選手 東口　幸代
レスリング 成年男子 監督 森　　太郎 大和広陵・広陵高校
レスリング 少年男子 監督 松尾　　新 大和広陵・広陵高校
レスリング 成年男子 ｸﾞﾚｺ84kg級 選手 矢野　将章 専修大学
レスリング 成年男子 ﾌﾘｰ60kg級 選手 坂口　信仁 専修大学
レスリング 成年男子 ｸﾞﾚｺ66kg級 選手 小池　邦徳 天理教校学園
レスリング 成年男子 ﾌﾘｰ55kg級 選手 福田　裕亮 大東文化大学
レスリング 成年男子 ｸﾞﾚｺ120kg級 選手 中村　淳志 拓殖大学
レスリング 成年男子 ﾌﾘｰ96kg級 選手 　沖アントニー 拓殖大学
レスリング 成年男子 ﾌﾘｰ74kg級 選手 清水　泰隆 拓殖大学
レスリング 少年男子 ｸﾞﾚｺ66kg級 選手 前砂　征重 大和広陵・広陵高校
レスリング 少年男子 ﾌﾘｰ84kg級 選手 薄木　裕正 添上高校
レスリング 少年男子 ﾌﾘｰ50kg級 選手 石田浩士朗 大和広陵・広陵高校
レスリング 少年男子 ｸﾞﾚｺ60kg級 選手 松山　達哉 添上高校
レスリング 少年男子 ﾌﾘｰ74kg級 選手 山名　隆貴 添上高校
レスリング 少年男子 ｸﾞﾚｺ96kg級 選手 中谷　月明 添上高校
レスリング 少年男子 ﾌﾘｰ120kg級 選手 西村　修一 大和広陵・広陵高校
レスリング 少年男子 ｸﾞﾚｺ55kg級 選手 神山　秀人 大和広陵・広陵高校
ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 監督 水口　善造 下市南小学校
ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 監督 宇野　達也 大淀高校
ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 69ｋｇ級 選手 平　　智史 春峯荘
ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 77ｋｇ級 選手 水口　啓嗣 グランデージゴルフ倶楽部
ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 105ｋｇ級 選手 水田　剛史 大和ガス住宅設備（株）
ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 ＋105ｋｇ級 選手 吉条　啓二 明治大学
ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 77kg級 選手 小川　裕慈 大淀高校
ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 69kg級 選手 牧尾　宗一郎 大淀高校
ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 62ｋｇ級 選手 平　　祐也 御所東高校



競技名 種別 種目 役割 氏名 所属
ハンドボール 成年男子 監督 　畑　秀行 香芝市立旭ヶ丘小学校
ハンドボール 成年男子 選手 山口　恭裕 高松大学
ハンドボール 成年男子 選手 難波　宗信 三光丸
ハンドボール 成年男子 選手 竹野　浩一 佐保川小学校
ハンドボール 成年男子 選手 松永　健吾 東光商事(株)
ハンドボール 成年男子 選手 松岡　弘樹 奈良リハビリテーション専門学校
ハンドボール 成年男子 選手 井上　喜文 大阪東信用金庫
ハンドボール 成年男子 選手 東田　　昇 カネマルホーム（株）
ハンドボール 成年男子 選手 掛本　伸治 悟龍建設
ハンドボール 成年男子 選手 音川真多郎 カネマルホーム（株）
ハンドボール 成年男子 選手 谷平　　亘 生駒高校
ハンドボール 成年男子 選手 門元　慎也 天理大学
ハンドボール 成年男子 選手 野村　勇司 天理大学
自転車 成年男子 監督 三好　泰彰 奈良北・北大和高校
自転車 少年男子 監督 徳地　末広 榛生昇陽・榛原高校
自転車 成年少年 ﾒｶﾆｼｬﾝ 高木　信行 奈良北・北大和高校
自転車 成年男子 1Kmﾀｲﾑ・ﾄﾗｲｱﾙ・4km団体追抜競 選手 奥田　賢司 鹿屋体育大学
自転車 成年男子 ﾎﾟｲﾝﾄ・ﾚｰｽ・4km団体追抜競走 選手 大矢　　繁 (株）　梅彦
自転車 成年男子 ｹｲﾘﾝ・4km団体追抜競走 選手 和田　昌也 朝日大学
自転車 成年男子 ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ・4km団体追抜競走 選手 吉田　真人 立命館大学
自転車 成年男子 4km速度競走・4km団体追抜競走・ﾛｰﾄﾞﾚｰ 選手 辻浦　圭一 ブリジストンアンカーレーシングチーム
自転車 少年男子 ﾎﾟｲﾝﾄ・ﾚｰｽ・4Km団体追抜競走・ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 選手 吉田　隼人 榛生昇陽・榛原高校
自転車 少年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 選手 吉岡　正智 榛生昇陽・榛原高校
自転車 少年男子 1Kmﾀｲﾑ・ﾄﾗｲｱﾙ・4km団体追抜競走 選手 安福　洋徳 榛生昇陽・榛原高校
自転車 少年男子 4Km速度競走・4Km団体追抜競走 選手 武田　和也 榛生昇陽・榛原高校
自転車 少年男子 ｴﾘﾐﾈｲｼｮﾝ・4km団体追抜競走・ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 選手 入部正太朗 榛生昇陽・榛原高校
ソフトテニス 成年男子 監督 坂東　昭栄 城内高校
ソフトテニス 少年男子 監督 西森　卓也 高田商業高校
ソフトテニス 少年女子 監督 櫻井　太郎 奈良育英高校
ソフトテニス 成年男子 選手 松田　和也 同志社大学
ソフトテニス 成年男子 選手 中井　基雄 奈良県立高等技術専門校
ソフトテニス 成年男子 選手 松原　豊広 (財)奈良県学校給食会
ソフトテニス 成年男子 選手 浅尾　卓司 高田商業高校
ソフトテニス 成年男子 選手 尾木　暁夫 中央大学
ソフトテニス 成年男子 選手 的場　　彬 中央大学
ソフトテニス 少年男子 選手 口野　　秀 高田商業高校
ソフトテニス 少年男子 選手 八幡　大悟 高田商業高校
ソフトテニス 少年男子 選手 越智　大輔 高田商業高校
ソフトテニス 少年男子 選手 仙福　剛悠 高田商業高校
ソフトテニス 少年男子 選手 城門　　毅 高田商業高校
ソフトテニス 少年男子 選手 荒木　　希 高田商業高校
ソフトテニス 少年女子 選手 高橋　亜理 高田商業高校
ソフトテニス 少年女子 選手 山本百合恵 高田商業高校
ソフトテニス 少年女子 選手 今井　侑香 高田商業高校
ソフトテニス 少年女子 選手 佐藤　生実 奈良育英高校
ソフトテニス 少年女子 選手 池島　沙和 奈良育英高校
ソフトテニス 少年女子 選手 下谷　静香 奈良育英高校
卓球 成年女子 監督 坂田　正義 王寺町立王寺幼稚園
卓球 少年男子 監督 藤井　敬三 城内高校
卓球 成年女子 選手 吉村　奈美 京都産業大学
卓球 成年女子 選手  勝　　悠賀 大阪経済法科大学
卓球 成年女子 選手 畑中　綾子 神戸松蔭女子学院大学
卓球 少年男子 選手 里村　哲平 生駒高校
卓球 少年男子 選手 山方　亮二 城内高校
卓球 少年男子 選手 相澤　　光 山辺高校
高校野球 少年男子 責任教師 西口　博道 天理高校
高校野球 少年男子 監督 橋爪　二郎 天理高校
高校野球 少年男子 選手 植田　次朗 天理高校
高校野球 少年男子 選手 島本　孝徳 天理高校
高校野球 少年男子 選手 笠井　敏雄 天理高校
高校野球 少年男子 選手 内田　隼人 天理高校
高校野球 少年男子 選手 　堤　 教重 天理高校
高校野球 少年男子 選手 　奥　寛喜 天理高校
高校野球 少年男子 選手 阪本　旬二 天理高校
高校野球 少年男子 選手 吉田　眞人 天理高校
高校野球 少年男子 選手 久松　健二 天理高校
高校野球 少年男子 選手 松本　拡真 天理高校
高校野球 少年男子 選手 藤原　和平 天理高校
高校野球 少年男子 選手 佐々木兼介 天理高校
高校野球 少年男子 選手 北川　貢次 天理高校
高校野球 少年男子 選手 田中　佑宜 天理高校
相撲 成年ＡＢ 監督 立辻　満浩 橿原市役所
相撲 少年 監督 岡林　芳幸 ＫＴＹ環境（株）
相撲 成年男子Ａ 選手 研谷　　博 酒のトギタニ
相撲 成年男子Ａ 選手 杉浦　秀樹 近畿大学
相撲 成年男子Ａ 選手 更科　　光 西勝寺
相撲 成年Ｂ 選手 辻　　佳祐 大阪産業大学
相撲 成年Ｂ 選手 春口　博信 新庄中学校
相撲 成年Ｂ 選手 江口　末広 磯城野・田原本農業高校
相撲 少年 選手 外山　優希 御所工業高校
相撲 少年 選手 宮崎　亮樹 畝傍高校
相撲 少年 選手 立辻　翔 御所工業高校
相撲 少年 選手 中村　匡秀 御所工業高校
相撲 少年 選手 土山佳寿麻 御所工業高校



競技名 種別 種目 役割 氏名 所属
馬術 成年男子 監督 藤熊　　昇 奈良県畜連育成牧場
馬術 成年男子 ホースマ 　乾　 陽介 山辺高校
馬術 成年男子 六段障害飛越 選手 呉本　俊松 藤岡建築研究室
馬術 成年男子 トップスコア・ダービー 選手 岡村　　実 新庄乗馬クラブ
馬術 成年男子 セントジョージ賞典馬場・自由演技馬場馬 選手 露﨑　康弘 （株）乗馬クラブクレイン
馬術 成年男子 標準障害・スピードアンドハディネス 選手 高田　　潤 （株）乗馬クラブクレイン
馬術 成年女子 標準障害飛越・トップスコア 選手 安田佳那子 梅花女子大学
馬術 成年女子 二段階障害飛越・ダービー 選手 大谷香名美 （株） 三  栄
馬術 少年 スピードアンドハンディネス・団体障害飛越 選手 笠松　拓馬 山辺高校
馬術 少年 団体障害飛越・ダービー 選手 岩館　正彦 山辺高校
馬術 少年 ジュニア馬場馬術・自由演技ジュニア 選手 大川　尚樹 山辺高校
馬術 少年 標準障害飛越・トップスコア 選手 今井　佳奈 追手門学院高校
馬術 少年 二段障害飛越 選手 長谷川和香 奈良情報商業・桜井商業高校
柔道 成年男子 監督 土佐　三郎 天理大学
柔道 成年男子 選手 筒井　宏樹 平成管財(株）
柔道 成年男子 選手 斉藤　　俊 天理大学
柔道 成年男子 選手 稲澤　真人 ダイコロ株式会社
柔道 成年男子 選手 穴井　隆将 天理大学
柔道 成年男子 選手 松田　　武 天理大学
弓道 成年男子 監督 高島　順一朗 四天王寺高校・中学校
弓道 成年男子 選手 戌亥　弘孝 老人保健施設 幸寿苑
弓道 成年男子 選手 長濱　正伸 関西電力（株）奈良電力所
弓道 成年男子 選手 蔵地　隆文 （株）ダイナ
ライフル射撃 全種別 監督 杉本　忠宏 （有）杉本自動車商会
ライフル射撃 成年男子 10mS60M・10mP60M 選手 山本　将之 関西大学
ライフル射撃 成年男子 CP60M・CP30M 選手 赤尾　秀徳 奈良県警察
ライフル射撃 成年女子 50m3×20W・50P60W 選手 稲久保真実 奈良県庁
ライフル射撃 成年女子 BRT60W・BRS40W 選手 熨斗　弓子 同志社大学
ライフル射撃 少年男子 BRS60MJ 選手 素輪　竜伯 山辺高校
ライフル射撃 少年男子 10mS60MJ・10mS20MJ 選手 津田　竜佐 山辺高校
ライフル射撃 少年女子 BRS40WJ 選手 菅野　　愛 山辺高校
ライフル射撃 少年女子 10mS40WJ・10mS20WJ 選手 森川　洋子 山辺高校
剣道 成年男子 監督・選 上垣　友成 奈良少年刑務所
剣道 成年男子 選手 濵田　英徳 奈良県警察
剣道 成年男子 選手 竹村　賢司 奈良県警察
剣道 成年男子 選手 石﨑　　毅 奈良県警察
剣道 成年男子 選手 松田　勇人 奈良市教育委員会
ラグビーフットボール 少年男子 監督 山本　清悟 奈良工業高校
ラグビーフットボール 少年男子 監督 紙谷　直樹 天理教校学園高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 安川　　寛 天理教校学園高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 西村　拓也 御所工業高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 辻本　邦光 御所工業高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 中本　　巧 御所工業高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 田浦　大樹 御所工業高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 吉川　祐也 御所工業高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 坂口光之臣 御所工業高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 小西　大樹 御所工業高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 船先　　奨 天理高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 堀田　豊一 天理高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 中島　啓太 天理高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 荻山　和林 天理高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 梶岡　俊兵 天理高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 吉村　優一 天理高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 勝瀬　拓也 天理高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 　厨　 龍一 天理高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 正城　盛志 天理高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 松本　友介 天理高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 　森　慶太 天理高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 岸和田麻央 御所工業高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 守谷　徹郎 御所工業高校
ラグビーフットボール 少年男子 選手 坪内　　拓 御所工業高校
山岳 成年男子 監督 岩本　克之 東吉野村役場
山岳 成年男子 選手 上高垣内敬史 東吉野村役場
山岳 成年男子 選手 嶋岡　克幸 日下部工務店
山岳 成年男子 選手  林　　浩伸 県立医科大学附属病院
アーチェリー 少年男子 監督 上原　朋之 奈良学園高校
アーチェリー 少年男子 選手 福田　圭宏 奈良学園高校
アーチェリー 少年男子 選手 前田　隆伸 奈良学園高校
アーチェリー 少年男子 選手 奥村　真宏 奈良高校
アーチェリー 少年男子 選手 吉崎　達哉 奈良高校
空手道 全種別 監督 寺田　和哉 磯城野・田原本農業高校
空手道 成年男子 中量級 選手  仲　　良太 大阪体育大学
空手道 成年男子 軽量級 選手 島田　雄之介 旭化成ホームズ株式会社
空手道 成年男子 重量級 選手 二階　琢磨 近畿大学
空手道 成年男子 形 選手 橋本　直達 大阪産業大学
空手道 成年女子 形 選手 奥谷　実希 ヨーコン　株式会社
空手道 成年女子 組手 選手 奥田　優子 （財）奈良県体育協会
空手道 少年男子 組手 選手 北原栄五郎 浪速高校
空手道 少年女子 形 選手 佐尾沙弥香 法隆寺国際・斑鳩高校
空手道 少年女子 組手 選手 塚本　直美 天理教校学園高校
銃剣道 成年男子 監督 中川　良雄 自営
銃剣道 成年男子 選手 西久保博史 シャープ(株）産業機器
銃剣道 成年男子 選手 荻原　健一 陸上自衛隊　大久保駐屯地第３施設
銃剣道 成年男子 選手 　南　正頼 航空自衛隊幹部候補生学校
クレー射撃 成年男子 監督 二宮　信隆
クレー射撃 成年男子 トラップ 選手 西森　健二 奈良県道路公社
クレー射撃 成年男子 トラップ 選手 川井　正巳 川井建設(株)
クレー射撃 成年男子 トラップ 選手 上浦　文雄 上浦建設(株)



競技名 種別 種目 役割 氏名 所属
なぎなた 成年女子 監督 福岡　知子 二階堂養護学校
なぎなた 少年女子 監督 小嶋　弘美
なぎなた 成年女子 選手 西森　千歌 奈良女子大学
なぎなた 成年女子 選手 大倉　直子 国際武道大学
なぎなた 成年女子 選手 廣岡奈緒美 高の原中央病院
なぎなた 少年女子 選手 小林　奈央 奈良育英高校
なぎなた 少年女子 選手 川瀬　彩子 奈良育英西高校
なぎなた 少年女子 選手 大久保光恵 奈良北・北大和高校


