
【男子一般出場選手】
澤井　亮太 追手門学院大学 上野　拓貴 甲南大学
今井　康亮 大阪学院大学 生田　怜大 甲南大学
長谷川　昭夫 大阪学院大学 今井　文哉 神戸学院大学
内田　龍生 大阪学院大学 川端　樹 神戸学院大学
大谷　和也 大阪学院大学 竹中　神佑 神戸学院大学
金藤　拓巳 大阪学院大学 平野　蓮太郎 神戸学院大学
前田　大悟 大阪学院大学 山内　伸哉 神戸学院大学
冬野　修基 大阪学院大学 谷西　裕哉 神戸学院大学
有村　将貴 大阪学院大学 根本　夏生 神戸大学
小原　渉 大阪学院大学 松井　悠真 神戸大学
増原　薫平 大阪学院大学 矢田　絢介 神戸大学
上村　広平 大阪学院大学 山本　太至 神戸大学
濱田　聡 大阪学院大学 岩佐　氏聡 神戸大学
岩藤　稜汰 大阪学院大学 田上　雄士 神戸大学
堀内　裕太 大阪学院大学 細見　貴之 神戸大学
池嶋　佳憲 大阪学院大学 岡田　卓也 神戸大学
河野　嵩矢 大阪学院大学 三宅　真之介 神戸大学
清水　裕次郎 大阪学院大学 津波　征生 滋賀大学
末吉　翔吾 大阪学院大学 千葉　祐輔 滋賀大学
大同　健心 大阪学院大学 安田　健人 滋賀大学
高砂　直紘 大阪学院大学 尾野　弘直 滋賀大学
徳田　航也 大阪学院大学 髙橋　成政 滋賀大学
瀨古　優太 大阪教育大学 石橋　薫 摂南大学
谷本　伸 大阪経済大学 山本　浩平 摂南大学
束田　大河 大阪経済大学 大島　康成 同志社大学
山垣　純也 大阪経済大学 平野　将暉 同志社大学
真鍋　友貴 大阪経済大学 花木　亮太郎 同志社大学
藤原　亮太 大阪経済大学 斎藤　光明 奈良学園大学
佐々木　凜太郎 大阪経済大学 𠮷村　直人 奈良学園大学
浅田　翔 大阪経済大学 安部　康平 阪南大学
楠本　拓真 大阪経済大学 片山　直輝 兵庫教育大学
片山　蓮 大阪経済大学 木村　滉 兵庫教育大学
中安　真一 大阪経済大学 岩崎　涼 兵庫教育大学
楠田　貴幸 大阪経済大学 林　幸佑 兵庫県立大学
尾立　泰規 大阪経済大学 河野　脩司 兵庫県立大学
杉本　翔 大阪経済大学 鈴木　貫太 兵庫県立大学
西川　雄貴 大阪経済大学 大久保　貴史 兵庫県立大学
梅木　幹太 大阪経済大学 酒井　健登 兵庫県立大学
大畠　拓馬 大阪経済大学 森口　勇輝 兵庫県立大学
竹田　丈一郎 大阪経済法科大学 山口　駿 兵庫県立大学
勤息　陸斗 大阪経済法科大学 水畑　樹 兵庫県立大学
宮崎　翔聖 大阪経済法科大学 八尾　知典 兵庫県立大学
綿村　裕介 大阪経済法科大学 横川　和輝 兵庫県立大学
鶴田　武大 大阪経済法科大学 上田　皓一 兵庫県立大学
中川　理 大阪工業大学 堺　和也 びわこ学院大学
中尾　祐太 大阪工業大学 松山　俊和 びわこ学院大学
中島　蒼 大阪工業大学 岩本　直樹 びわこ学院大学
安藤　圭汰 大阪工業大学 土肥　大樹 びわこ学院大学
清水 勝彦 大阪工業大学 原　陽宏 びわこ学院大学
藤井　友佑 大阪国際大学 浦川　格 びわこ学院大学
河内　崚 大阪国際大学 奥　翔太 びわこ学院大学
原　章裕 大阪国際大学 小西　晃矢 びわこ学院大学
中西　悠仁 大阪国際大学 杉岡　洸樹 びわこ学院大学
洲賀崎　優太 大阪国際大学 河内　海 びわこ学院大学
真砂　拓冬 大阪国際大学 鈴木　拓海 びわこ学院大学
笠島　龍二 大阪体育大学 濵田　晃輝 びわこ学院大学
藤本　雄飛 大阪体育大学 宮﨑　琉樹哉 びわこ学院大学
若林　拓 大阪体育大学 山田　道登 びわこ学院大学
渡辺　史弥 大阪体育大学 冨田　裕瑞 びわこ成蹊スポーツ大学
新井　貫太 大阪体育大学 若林　広大 びわこ成蹊スポーツ大学



奥村　拳 大阪大学 小森　智貴 びわこ成蹊スポーツ大学
中筋　千尋 大阪大学 西尾　駿介 びわこ成蹊スポーツ大学
井熊　悠人 大阪大学 渡邊　翔大 びわこ成蹊スポーツ大学
大塚　遼 大阪大学 清水　龍樹 佛教大学
帶島　滉生 大阪大学 松久　亮介 佛教大学
赤瀬　康平 大阪大学 西本　由貴 佛教大学
前田　健瑠 大阪大学 松村　蒼斗 佛教大学
工藤　陽貴 大阪大学 西村　優斗 佛教大学
大沼　響 大阪大学 熱田　賢哉 佛教大学
中谷　公貴 大阪大学 古谷　大翔 佛教大学
中村　弘和 大阪大学 岡本　陵 佛教大学
大淵　鷹之介 大阪大学 廣瀬　凌 佛教大学
丸山　翔太 大阪大学 辻　凱斗 明治国際医療大学
今井　達也 大阪大学 武田　怜旺 明治国際医療大学
大野　一平 大阪大学 前田　尚輝 明治国際医療大学
古澤　周也 大阪大学 前島　諒人 明治国際医療大学
江守　勇貴 大阪大学 松本　柊斗 桃山学院大学
渡邉　遊 大阪大学 八木　豊 桃山学院大学
高見　蒼 大阪大学 玉田　匠 桃山学院大学
平沼　光象 大阪大学 亀井　良輝 桃山学院大学
西原　岳 大阪大学 尾崎　裕大 桃山学院大学
坂東　賢 大阪大学 近藤　拓也 立命館大学
日髙　凌 大阪大学 安東　竜平 立命館大学
中嶋　利騎 大阪府立大学 悟道　勇輔 龍谷大学
若松　和伸 大阪府立大学 中田　湧人 龍谷大学
上田　浩嗣 関西医科大学 上村　直輝 龍谷大学
上月　一輝 関西医科大学 武村　知浩 龍谷大学
有富　智哉 関西外国語大学 田中　瑛人 龍谷大学
瀬戸　路弾 関西外国語大学 村上　成聖 龍谷大学
佃　一樹 関西大学 片山　幸大 龍谷大学
岩﨑　飛和 関西学院大学 亀井　祐貴 龍谷大学
古木　周作 関西学院大学 井上　潤也 龍谷大学
富家　慈就 関西学院大学 島田　健太 龍谷大学
美並　優希 関西学院大学 古屋敷　裕真 龍谷大学
村上　貴志 関西学院大学 宮内　浩志 龍谷大学
伊藤　昂輝 関西学院大学 和田　拓真 和歌山大学
今井　由伸 関西学院大学 阪上　蒼太 和歌山大学
松尾　侑介 関西学院大学 山田　貫太 和歌山大学
西尾　健汰 関西学院大学 和田　好生 和歌山大学
吉田　伸 関西学院大学 有松　勇 和歌山大学
櫛田　昇吾 関西学院大学 濱本　天瞳 和歌山大学
山口　大樹 京都教育大学 穂垣　智博 和歌山大学
品川　竜史 京都教育大学 和田　智 和歌山大学
船阪　圭市 京都産業大学 谷岡　義隆 和歌山大学
川井　拓哉 京都大学 中村　憲太郎 和歌山大学
谷川　尚希 京都大学 橋本　昇磨 和歌山大学
渡邊　康介 京都大学 山本　玲於奈 和歌山大学
相澤　航 京都大学 坂口　智樹 大阪市立大学
亀田 孝太郎 京都大学 北村　優吾 大阪市立大学
法貴　駿介 京都府立医科大学 矢守　志穏 大阪市立大学
紺野　佑介 京都府立医科大学 小坂　皓大 大阪市立大学
加藤　遼 京都府立医科大学 中喜多　孝平 大阪市立大学
坂本　泰輔 近畿大学 伏本　カーディン 大阪市立大学
菊池　紀希　　 近畿大学 福宮　凪人 大阪市立大学
藤本　啓 甲南大学 姫野　拓真 大阪市立大学
中村　広英 甲南大学 平松　晃輝 大阪市立大学
小西　孝太 甲南大学 稲葉　丈人 大阪市立大学
宮本　涼平 甲南大学 小松　優真 大阪市立大学
中垣　友輔 甲南大学 山名　貴大 大阪市立大学
千葉　航 甲南大学 田中　大樹 大阪市立大学
古満　敬 甲南大学 竹内　元哉 大阪市立大学



【女子一般出場選手】
土肥　響子 大阪学院大学 井川　夏実 神戸学院大学
岡田　柚希 大阪学院大学 小坂　みゅ海 神戸大学
鈴木　麻少 大阪学院大学 角田　奈々花 滋賀大学
北川　冬華 大阪芸術大学 川勝　裕夏 滋賀大学
宮地　那奈 大阪芸術大学 田中　友紀子 同志社大学
二宮　心 大阪国際大学 河村　愛菜 同志社大学
南　笑里 大阪国際大学 杉山 智香 同志社大学
角谷　歩惟 大阪大学 奥山　紗帆 奈良女子大学
大植　麻由 大阪大学 長谷部　楓美 奈良女子大学
太田　梨菜 関西外国語大学 廣瀬　瑠華 奈良女子大学
飯田　優月 関西外国語大学 那須　羽 奈良女子大学
安田　菜摘 京都教育大学 宮山　碧唯 羽衣国際大学
髙木　碧海 京都光華女子大学 建部　美月 兵庫県立大学
細見　美乃 京都光華女子大学 夜舩　友香 兵庫県立大学
山崎　茉奈 京都光華女子大学 横川　海姫 兵庫大学
岡田　紗宝 京都光華女子大学 平福　沙織 びわこ成蹊スポーツ大学
小梶　詩織 京都光華女子大学 谷口　明日香 武庫川女子大学
髙倉　美音 京都光華女子大学 原田　侑依 武庫川女子大学
矢野　瑞季 京都光華女子大学 中本　春花 武庫川女子大学
肥塚　真実 京都光華女子大学 西田　野夏 武庫川女子大学
溝内　里紗 京都光華女子大学 嫁阪　舞 桃山学院大学
水田　京佳 京都光華女子大学 井上　未来　 立命館大学
藤田　彩有里 京都光華女子大学 岡崎　真菜 和歌山大学
平山　璃奈 神戸学院大学 山本　久泉子 和歌山大学
安達　花音 神戸学院大学 久保　葉月 和歌山大学
藤田　真由 神戸学院大学 美坂　ゆり 和歌山大学
松井　沙樹 神戸学院大学


