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１ 松本 章 四段 (大阪商業大学)○

Ａ

マ ２ 宮城 壮司 初段 (関西大学Ⅱ部)

ッ

ト ３ 河上 憲二 初段 (関西学院大学)

１

４ 浅田 秀成 弐段 (大阪学院大学)

５ 石黒 崇太 初段 (甲南大学)

６ 有本 真人 参段 (大阪産業大学)

７ 田中 貴士 弐段 (立命館大学)

８ 大島 一浩 初段 (関西大学)

９ 福田 貴章 弐段 (龍谷大学)

１０ 山下 大輔 初段 (京都産業大学)

１１ 大谷 剛 弐段 (桃山学院大学)

１２ 柳本 直毅 参段 (龍谷大学)

１３ 卯月 知之 初段 (大阪経済大学)

１４ 風呂本君威 初段 (同志社大学)

１５ 北川 翼 初段 (関西大学)

１６ 吉村 寛樹 初段 (大阪府立大学)

１７ 看舎 桂太 参段 (大阪体育大学)

上 １８ 山下 仁男 弐段 (関西学院大学)

紅 １９ 辻井 翔太 弐段 (大阪商業大学)

２０ 加藤 勝幸 初段 (立命館大学)

２１ 丹羽 圭介 参段 (追手門学院大学)
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１ 中山 雄大 四段 (関西大学)

Ａ

マ ２ 坂本 真次 弐段 (大阪経済大学)

ッ

ト ３ 金枝 裕介 弐段 (龍谷大学)

２

４ 須田 龍佑 参段 (大阪商業大学)

５ 富 勇喜雄 初段 (大阪学院大学)

６ 有本 享平 弐段 (京都産業大学)

７ 野口 真人 初段 (近畿大学)

８ 松本 圭太 初段 (甲南大学)

９ 川崎 弘真 初段 (立命館大学)

１０ 奥田 雄一 初段 (大阪商業大学)

１１ 長島雄一郎 弐段 (流通科学大学)

１２ 山端 恭平 参段 (桃山学院大学)

１３ 岡田 敦志 初段 (立命館大学)

１４ 西口 寛一 弐段 (龍谷大学)

１５ 金森 裕次 弐段 (大阪市立大学)

１６ 小河原 誠 弐段 (関西外国語大学)

１７ 福西 浩氏 参段 (大阪商業大学)

上 １８ 原 平 初段 (岡山商科大学)

紅 １９ 塚本 信亮 弐段 (関西学院大学)

２０ 溝尻 泰士 初段 (京都産業大学)

２１ 吉村 琢 初段 (大阪産業大学)

２２ 高井 崇 参段 (同志社大学)○
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１ 玉木 良憲 参段 (大阪産業大学)

Ｂ

マ ２ 上田 賢祉 参段 (龍谷大学)

ッ

ト ３ 西山 正泰 弐段 (同志社大学)

１

４ 立石賢太郎 初段 (京都産業大学)

５ 広瀬 員久 弐段 (関西大学)

６ 片岡 雄介 弐段 (立命館大学)

７ 古川 怜 弐段 (龍谷大学)

８ 東園 将敏 参段 (関西学院大学)

９ 上田 伸也 初段 (流通科学大学)

１０ 岡本 浩 初段 (大阪学院大学)

１１ 森長 幹普 参段 (大阪商業大学)

１２ 安永 成吉 弐段 (大阪商業大学)○

１３ 宮森 賢一 初段 (大阪市立大学)

１４ 榎並 伸弥 弐段 (大阪体育大学)

１５ 鳥居 貴久 弐段 (関西大学)

１６ 岩根 将太 弐段 (甲南大学)

１７ 玉井 淳央 初段 (桃山学院大学)

上 １８ 徳正 慎吾 初段 (立命館大学)

紅 １９ 後藤 岳彦 初段 (龍谷大学)

２０ 高橋 尚也 参段 (大阪商業大学)

２１ 熊谷 康寛 弐段 (追手門学院大学)

２２ 中村 文彦 参段 (大阪経済大学)
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１ 山本 佑樹 弐段 (高野山大学)

Ｂ

マ ２ 森本 好則 初段 (大阪商業大学)

ッ

ト ３ 杉本 祐輝 弐段 (関西大学)

２

４ 朝飛 修平 初段 (大阪学院大学)

５ 阿部 覚 初段 (甲南大学)

６ 吉永 剛史 参段 (立命館大学)○

７ 上野 詳平 参段 (追手門学院大学)

８ 岡田 峰吉 初段 (関西大学Ⅱ部)

９ 阿部 光弘 初段 (桃山学院大学)

１０ 井垣 喜晶 初段 (関西外国語大学)

１１ 福原 勤 参段 (大阪商業大学)

１２ 山本 順平 参段 (芦屋大学)

１３ 服部 真幸 初段 (立命館大学)

１４ 山口 隆也 弐段 (桃山学院大学)

１５ 安原 伸悟 弐段 (岡山商科大学)

１６ 田島 佑紀 初段 (同志社大学)

１７ 中島 弘喜 弐段 (大阪商業大学)

上 １８ 古川幸一郎 初段 (関西学院大学)

紅 １９ 高島 健太 初段 (近畿大学)

２０ 北川 大祐 弐段 (京都産業大学)

２１ 保科 佑樹 弐段 (大阪産業大学)

２２ 片 洸宇 参段 (龍谷大学)
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１ 岩尾 篤 四段 (龍谷大学)○

Ｃ

マ ２ 小東 由樹 参段 (大阪商業大学)

ッ

ト ３ 辻本 悠祐 弐段 (関西大学)

１

４ 門池 広樹 初段 (立命館大学)

５ 豊田 英之 弐段 (京都産業大学)

６ 小川 秀信 弐段 (近畿大学九州)

７ 川井 基孝 弐段 (同志社大学)

８ 丸山 寛允 弐段 (甲南大学)

９ 島本 直季 弐段 (大阪学院大学)

１０ 塩屋 俊介 初段 (関西学院大学)

１１ 竹中 絢也 弐段 (関西大学Ⅱ部)

１２ 村田 真誠 弐段 (立命館大学)

１３ 亀井 孝幸 初段 (大阪経済大学)

１４ 天生 聡仁 初段 (大阪市立大学)

１５ 笠原 祐貴 初段 (追手門学院大学)

１６ 北川 直樹 初段 (大阪産業大学)

１７ 本田 有生 弐段 (芦屋大学)

上 １８ 青山 祐太 参段 (龍谷大学)

紅 １９ 中村 安宏 初段 (桃山学院大学)

２０ 小嶋 秀行 弐段 (大阪商業大学)

２１ 豊田 卓也 弐段 (関西大学)

２２ 林 竜太 参段 (関西学院大学)
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１ 塚田 恭嗣 参段 (同志社大学)

Ｃ

マ ２ 青山 武央 初段 (流通科学大学)

ッ

ト ３ 中矢 雄三 弐段 (大阪産業大学)

２

４ 牧野 真也 初段 (大阪商業大学)

５ 新屋 貴史 初段 (甲南大学)

６ 斉藤 浩隆 参段 (立命館大学)

７ 田村 悠 初段 (桃山学院大学)

８ 松本 康浩 初段 (岡山商科大学)

９ 蓮池 祥玉 弐段 (龍谷大学)

１０ 木村 文昭 弐段 (大阪商業大学)

１１ 中野 学 参段 (大阪学院大学)

１２ 瀬川 博己 参段 (大阪商業大学)

１３ 堺 敏晃 弐段 (高野山大学)

１４ 山本 卓志 初段 (大阪学院大学)

１５ 前川 晴人 参段 (桃山学院大学)○

１６ 上松 大造 弐段 (大阪経済大学)

１７ 大賀 庸左 参段 (近畿大学)

上 １８ 内山 正弘 弐段 (関西大学)

紅 １９ 藤本 智久 初段 (京都産業大学)

２０ 荒木 翼 初段 (関西学院大学)

２１ 上田 孝紘 弐段 (立命館大学)

２２ 辻内 正輝 参段 (大阪体育大学)
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１ 秋葉 晴臣 参段 (関西学院大学)○

Ｄ

マ ２ 佐藤 卓秀 弐段 (立命館大学)

ッ

ト ３ 辻田 敏晴 弐段 (大阪経済大学)

１

４ 高原真之介 参段 (龍谷大学)

５ 野村 侑矢 初段 (大阪産業大学)

６ 玉置圭次郎 初段 (関西大学)

７ 渋谷 和秀 初段 (甲南大学)

８ 元畑 厳己 初段 (大阪商業大学)

９ 守田 昌弘 初段 (大阪府立大学)

１０ 今倉 康夫 初段 (大阪学院大学)

１１ 中尾 真 弐段 (大阪体育大学)

１２ 川久保 真 弐段 (大阪商業大学)

１３ 荒木 武一 初段 (京都産業大学)

１４ 今枝 大輔 初段 (同志社大学)

１５ 西川雄一郎 参段 (立命館大学)

１６ 小林 伸之 弐段 (関西大学)

１７ 山角 卓也 弐段 (大阪商業大学)

上 １８ 田中 崇裕 初段 (龍谷大学)

紅 １９ 北谷 健 弐段 (桃山学院大学)

２０ 三宅 智久 初段 (岡山商科大学)

２１ 岩村 泰行 初段 (追手門学院大学)

２２ 綾 亮 参段 (大阪市立大学)
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１ 渡辺健太郎 参段 (大阪産業大学)

Ｄ

マ ２ 江口 大輔 弐段 (流通科学大学)

ッ

ト ３ 西川 明孝 初段 (同志社大学)

２

４ 竹田 将成 参段 (大阪商業大学)

５ 平家 弘雅 初段 (岡山商科大学)

６ 上村 公謙 参段 (龍谷大学)○

７ 武山 尚弘 弐段 (関西大学)

８ 山上 侑佐 初段 (近畿大学)

９ 中澤 祐樹 初段 (立命館大学)

１０ 藤本 達朗 初段 (甲南大学)

１１ 小谷 拓也 弐段 (関西学院大学)

１２ 藪 祐馬 参段 (立命館大学)

１３ 廣藤 元輝 初段 (関西外国語大学)

１４ 長井 孝至 弐段 (芦屋大学)

１５ 呉宮 榮一 参段 (大阪商業大学)

１６ 二宮 工 弐段 (龍谷大学)

１７ 濱崎 貴央 弐段 (大阪学院大学)

上 １８ 米澤 智 弐段 (桃山学院大学)

紅 １９ 佐古 俊介 初段 (高野山大学)

２０ 石井 敏建 弐段 (京都産業大学)

２１ 為房 厚志 参段 (追手門学院大学)
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１位１ 西村明日香 参段 (同志社女子大学)

女 ２ 中原 裕美 初段 (近畿大学)

子 ３ 石川 美保 公級 (大阪体育大学)

４ 森本亜紗子 弐段 (関西大学)

５ 池田 依里 公級 (流通科学大学)

６ 森本 泰代 初段 (甲南大学)

７ 松尾 基永 初段 (大阪体育大学)

８ 根本 彩子 公級 (大阪市立大学)

９ 西村 美咲 初段 (大阪国際大学)

１０ 福田 恵美 公級 (同志社女子大学)

３位１１ 中川 絵美 弐段 (関西大学)

１２ 藤江 麻美 公級 (大阪市立大学)

１３ 葛本 真美 弐段 (同志社大学)

１４ 新井 有希 初段 (同志社女子大学)

１５ 大谷 陽子 参段 (大阪体育大学)

１６ 長峰 花菜 初段 (大阪国際大学)

２位１７ 前田 晴加 弐段 (大阪商業大学)

１８ 小蕎 麻衣 公級 (同志社女子大学)

１９ 堀内 由美 初段 (同志社大学)

２０ 池永 有里 初段 (大阪経済大学)

２１ 森田 智保 弐段 (同志社女子大学)

上

２２ 桝田 恵 初段 (桃山学院大学)

紅

４位２３ 松井 佐保 初段 (同志社大学)

２４ ｷｬﾛﾗﾝ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ 公級 (龍谷大学)

２５ 田村 悠子 弐段 (大阪市立大学)

２６ 岡崎 智美 公級 (京都産業大学)

２７ 荒堀 絢美 参段 (関西大学)


