
田中 夢人 びわこ学院大 木下 太成 京都産業大
西谷 太一 びわこ学院大 佐々木 涼介 京都産業大
土肥 茂樹 びわこ学院大 米田 勇輝 京都産業大
多賀井 悠斗 びわこ学院大 久保 明央人 京都産業大
川瀬 翔大 びわこ学院大 倉松 健 京都産業大
田上 凌真 びわこ学院大 江端 康汰 京都大
岡田 大典 びわこ学院大 尾原 翔 京都大
西尾 駿介 びわこ成蹊スポーツ大 尾原 翔 京都大
千坂 柊人 びわこ成蹊スポーツ大 原 圭佑 京都大
中屋 宏志郎 びわこ成蹊スポーツ大 梅原 佑介 京都大
深海 響輝 びわこ成蹊スポーツ大 潮﨑 羽 京都大
田邉 昇 びわこ成蹊スポーツ大 三嶋 友貴 京都大
赤堀 大樹 関西医科大 稲田 正裕 京都大
斎藤 翔也 関西学院大 清水 快樹 京都大
太田 駿 関西学院大 斎藤 優成 京都大
石井 滉人 関西大 松岡 健 京都大
居林 和輝 関西大 加藤 遼 京都府立医科大
市川 侑生 関西大 紺野 佑介 京都府立医科大
岩田 潤平 関西大 樋口 航 近畿大
芝 秀介 関西大 松崎 太星 近畿大
遠藤 瑞希 関西大 松本 拳志郎 近畿大
南川 祐也 関西大 児島 翔太 甲南大
英 唯明 関西大 松久保 春紀 甲南大
両見 颯真 京都橘大 菅野 翔真 四天王寺大
山尾 育吹 京都橘大 津老 爽吾 四天王寺大
白矢 昂汰 京都工芸繊維大 藤原 晋伍 滋賀県立大
安井 涼音 京都工芸繊維大 尾野 弘直 滋賀大
臼井 健悟 京都工芸繊維大 若江 亮平 神戸大
山口 太誉 京都産業大 則岡 颯太 神戸大
武内 里賢 京都産業大 新谷 浩生 神戸大
多田 颯汰 京都産業大 篠原 直生 神戸大
庵地 祐希 京都産業大 水内 政孝 神戸大
大久保 颯汰 京都産業大 青野 智也 神戸大
桒田 大樹 京都産業大 谷垣 賢 神戸大
弓取 天喜 京都産業大 横谷 陸哉 神戸大
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平尾 瑛 神戸大 東 亮佑 大阪経済法科大
唐治谷 翔大 神戸大 勤息 陸斗 大阪経済法科大
出口 友淳 神戸大 佐野 良典 大阪公立大
石原 陽平 摂南大 稲葉 丈人 大阪公立大
藤村 雅紀 摂南大 坂口 智樹 大阪公立大
木村 太陽 摂南大 岡嶌 峻平 大阪公立大
金岡 弘尚 大阪学院大 宇野 篤彦 大阪公立大
横山 志穏 大阪学院大 濵 直佑 大阪公立大
下妻 樹生 大阪学院大 藤木 瑞生 大阪公立大
北田 颯 大阪学院大 山名 貴大 大阪公立大
池嶋 佳憲 大阪学院大 中田 小太郎 大阪公立大
徳田 航也 大阪学院大 椿原 大洋 大阪公立大
大石 陸斗 大阪学院大 服部 結月 大阪国際大
武本 佳明 大阪学院大 真砂 拓冬 大阪国際大
三原 和磨 大阪学院大 諸山 直樹 大阪国際大
坂本 元喜 大阪学院大 三橋 凌久 大阪国際大
今井 智也 大阪学院大 飛田 駿星 大阪国際大
中川 一勢 大阪教育大 黒岩 依央 大阪国際大
橋本 虎大郎 大阪教育大 田尻 椋介 大阪成蹊大
木村 元 大阪教育大 前口 将志 大阪成蹊大
寺谷 壮汰 大阪経済大 阪倉 達也 大阪成蹊大
須田 真央 大阪経済大 奥村 拳 大阪大
婦木 拓実 大阪経済大 帶島 滉生 大阪大
新 博貴 大阪経済大 大西 晟輔 大阪大
寺谷 光汰 大阪経済大 佐伯 有輝人 大阪大
山﨑 真聖 大阪経済大 山本 崇人 大阪大
木本 悠翔 大阪経済大 大塚 遼 大阪大
竹迫 蒼真 大阪経済大 辻本 駿葵 大阪大
岡田 拓海 大阪経済大 冨田 和道 大阪大
妹尾 楓真 大阪経済大 市川 達也 大阪大
堀 拓海 大阪経済大 前田 健瑠 大阪大
樹 亮太 大阪経済大 谷河 幸祐 大阪大
東蔵盛 幹斗 大阪経済法科大 大淵 鷹之介 大阪大
岩城 尚弥 大阪経済法科大 中村 弘和 大阪大
山田 浩令 大阪経済法科大 尾田 晴風 大阪大



西山 寛人 大阪大 清水 隼人 立命館大
西原 岳 大阪大 金高 哲哉 立命館大
渡邉 遊 大阪大 田部 央 立命館大
八木 龍之介 大阪大 八木 丞太郎 立命館大
松井 天 大阪大 山内 望 龍谷大
鷲尾 虎太郎 大和大 伴 遼典 龍谷大
宮森 崇広 大和大 竪山 泰正 龍谷大
西野 歩 桃山学院大 村上 真矢 龍谷大
山元 悠也 桃山学院大 柳楽 康太 龍谷大
山﨑 寛太 同志社大 谷岡 義隆 和歌山大
武林 悠天 同志社大 明貝 隼汰 和歌山大
太田 亮爾 同志社大 阪上 蒼太 和歌山大
富崎 広大 同志社大 片山 尚則 和歌山大
遠池 悠貴 同志社大 木脇 輝 佛教大
喜多 博一 同志社大 平井 迅 佛教大
田中 駿一朗 同志社大 松井 悠歩 佛教大
中村 大哉 同志社大 魚谷 朋哉 佛教大
小田 颯河 奈良県立医科大
朝井 啓斗 奈良県立医科大
豊岡 尚弥 兵庫県立大
森田 慧 兵庫県立大
渡辺 直意 兵庫県立大
田中 修平 兵庫県立大
黒瀬 拓真 兵庫県立大
篠原 亮太 放送大関西
村上 将悟 放送大関西
有山 恵大 放送大関西
田中 佑弥 明治国際医療大
島袋 李陸 明治国際医療大
藤掛 舜也 明治国際医療大
徳永 光涼 明治国際医療大
松木 聖直 明治国際医療大
酒井 優 明治国際医療大
岡本 怜士 明治国際医療大
榎本 隆之介 立命館大



中藤 望 びわこ成蹊スポーツ大 菅﨑 南花 大阪芸術大
藤岡 成美 びわこ成蹊スポーツ大 山下 真実 大阪芸術大
小谷 彩乃 羽衣国際大 古田 美月 大阪公立大
新見 咲耶 関西大 生田 朋 大阪公立大
中野 紗希 京都女子大 小澤 皐 大阪公立大
大浦 はるな 京都女子大 向井 優花 大阪国際大
小島 美月 京都大 宮﨑 明音 東大阪大
美濃部 ゆず 京都府立大 筒井 心桜 東大阪大
安達 可菜 近畿大 石野 帆奈 東大阪大
川勝 裕夏 滋賀大 永見 結 武庫川女子大
鈴木 笑理 大阪学院大 宮武 愛珠 武庫川女子大
田中 毬愛 大阪学院大 清水 結衣 武庫川女子大
三浦 萌 大阪学院大 藤原 麻友香 兵庫県立大
青栁 朋花 大阪芸術大 石田 ひより 兵庫県立大
山田 茉緒 大阪芸術大
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