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優勝 2位 1位 2位

昭和53 郡　山 十津川 北大和 智　弁 榊本(十津川) 伊東(一条)

54 十津川 高　田 添　上 郡　山 中岡(郡山) 今西(高商)

55 郡　山 十津川 奈　良 高田商 今西(高商) 中尾(畝傍)

56 一　条 添　上 郡　山 天　理 政賀(一条) 大藪(天理)

57 一　条 添　上 桜　井 天　理 助川(一条) 政賀(一条)

58 天　理 桜　井 添　上 橿　原 尾崎(天理) 山田(天理)

59 添　上 一　条 二階堂 大　淀 斉藤(一条) 上田(高田)

60 一　条 天　理 桜　井 添　上 廣川(一条) 乾(一条)

61 天　理 添　上 一　条 橿　原 片野由(天理) 加治(天理)

62 天　理 一　条 添　上 郡　山 芦田(郡山) 奥田(正強)

63 正　強 十津川 天　理 桜　井 片野(天理) 尾中(十津川)

平成元 天　理 正　強 桜　井 一　条 的場(天理) 柳田(桜井)

2 天　理 一　条 斑　鳩 奈　良 木村(一条) 福山(天理)

3 一　条 斑　鳩 正　強 十津川 表谷(十津川) 山根(一条)

4 正　強 天　理 郡　山 一　条 石本(正強) 永尾(北大和)

5 天　理 正　強 桜　井 橿　原 中岡(天理) 松本(桜井)

6 正　強 一　条 桜　井 郡　山 川西(天理) 尾崎(正強)

7 郡　山 一　条 正　強 天　理 川田(正強) 向田(一条)

8 奈良大附属 一　条 郡　山 五　條 河﨑(一条) 石塚(奈良大附)

9 一　条 奈良大附属 天　理 五　條 久保田(添上) 小川(奈良大附)

10 一　条 天　理 奈良大附属 五　條 角(奈良大附) 大平(一条)

11 奈良大附属 一　条 北大和 五　條 水谷(一条) 小山(添上)

12 一　条 奈良大附属 五　條 北大和 北倉(一条) 山口(北大和)

13 一　条 北大和 天　理 桜　井 犀川(桜井) 森本(一条)

14 奈良大附属 一　条 北大和 高　田 藤岡(高田) 池尻(北大和)

15 一　条 平　城 奈良大附属 西の京 椚原(一条) 内田(郡山)

16 郡　山 奈良大附属 桜　井 一　条 椚原(一条) 久野(橿原)

17 奈良大附属 郡　山 高　田 北大和 萬谷(桜井) 市川(桜井)

18 奈良大附属 桜　井 片桐・斑鳩・
法隆寺国際 郡　山 坂本(奈良大附) 鈴木(奈良大附)

19 奈良大附属 郡　山 奈良北 法隆寺国際 中垣(十津川) 佐々木(平城)

21 奈良大附属 郡　山 高　田 一　条 中垣(十津川) 玉置美(奈良大附)

21 郡　山 奈良大附属 桜　井 奈良北高校 濱川(奈良大附) 白川(奈良大附)

22 奈良大附属 郡　山 高　田 関西中央 白川(奈良大附) 奥田(西の京)

23 郡　山 関西中央 高　田 法隆寺国際 宮川(奈良大附) 前田(奈良大附)

24 奈良大附属 郡　山 関西中央 法隆寺国際 前田(奈良大附) 寺園(奈良大附)

25 奈良大附属 郡　山 関西中央 添　上 荒河(関西中央) 増田(平城)

26 奈良大附属 郡　山 奈　良 関西中央 寺西(奈良大附) 西中(天理)

27 奈良大附属 関西中央 郡　山 平　城 塚本(奈良大附) 藤田(関西中央)

28 奈良大附属 郡　山 平　城 関西中央 塚本(奈良大附) 東畑(奈良大附)

29 奈良大附属 奈良育英 奈良女子大附属 郡　山 宝田(奈良大附) 福井(奈良育英)

30 奈良大附属 奈良育英 西の京 奈良女子大附属 羽矢(奈良大附) 細田(奈良大附)

令和元 奈良大附属 奈良育英 郡　山 平　城 細田(奈良大附) 望月(郡山)

2 大会中止 ― ― ― ― ―

3 奈良大附属 奈良育英 奈良朱雀 西の京 木村(奈良大附) 高(奈良大附)

3位
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4 奈良育英 奈良大附属 奈良学園 郡　山 中田(奈良大附) 新垣(奈良大附)


