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氏　　　名 フリガナ 氏　　　名 フリガナ

鈴木　宣夫 ｽｽ ｷ゙　ﾉﾘｵ 関西大学 鈴木　宣夫 ｽｽ ｷ゙　ﾉﾘｵ 関西大学

畠中　晴彦 ﾊﾀﾅｶ　ﾊﾙﾋｺ 関西学院大学 畠中　晴彦 ﾊﾀﾅｶ　ﾊﾙﾋｺ 関西学院大学

池田　拓 ｲｹﾀ 　゙ﾋﾛ 立命館大学 池田　拓 ｲｹﾀ 　゙ﾋﾛ 立命館大学

Pos． NO． C/A 氏　　　名 フリガナ 所　　　　属 学年 Pos． NO． C/A 氏　　　名 フリガナ 所　　　　属 学年

1 畑　　享和 ﾊﾀ　ﾐﾁｶｽﾞ 関西大学 4 1 龍　翔太郎 ﾘｭｳ　ｼｮｳﾀﾛｳ 関西大学 2

20 菅原　隆志 ｽｶ ﾜ゙ﾗ　ﾀｶｼ 関西学院大学 2 20 塚野　功貴 ﾂｶﾉ　ｺｳｷ 同志社大学 1

5 山本　奨弥 ﾔﾏﾓﾄ　ｼｮｳﾔ 関西大学 2 5 山本　奨弥 ﾔﾏﾓﾄ　ｼｮｳﾔ 関西大学 2

3 加藤　　誠 ｶﾄｳ　ﾏｺﾄ 関西大学 4 3 加藤　　誠 ｶﾄｳ　ﾏｺﾄ 関西大学 4

23 尾田　佑樹 ｵﾀ 　゙ﾕｳｷ 関西大学 4 23 尾田　佑樹 ｵﾀ 　゙ﾕｳｷ 関西大学 4

8 篠原　優平 ｼﾉﾊﾗ　ﾕｳﾍｲ 関西大学 3 8 篠原　優平 ｼﾉﾊﾗ　ﾕｳﾍｲ 関西大学 3

12 石井　翔己 ｲｼｲ　ｼｮｳｷ 関西大学 4 6 松田　翔太 ﾏﾂﾀ 　゙ｼｮｳﾀ 関西大学 1

11 藤川 新之助 ﾌｼ ｶ゙ﾜ　ｼﾝﾉｽｹ 関西学院大学 4 12 石井　翔己 ｲｼｲ　ｼｮｳｷ 関西大学 4

4 藤原　広樹 ﾌｼ ﾜ゙ﾗ　ﾋﾛｷ 立命館大学 3 11 脇本　真吾 ﾜｷﾓﾄ　ｼﾝｺﾞ 関西大学 1

6 宍戸　佑多 ｼｼﾄ 　゙ﾕｳﾀ 立命館大学 4 2 上野　喬世 ｳｴﾉ　ﾀｶﾂｸﾞ 関西学院大学 3

14 清水　　力 ｼﾐｽ 　゙ﾁｶﾗ 関西大学 2 14 清水　　力 ｼﾐｽ 　゙ﾁｶﾗ 関西大学 2

16 大迫 敬二郎 ｵｵｻ ｺ　ｹｲｼ ﾛ゙ｳ 関西大学 4 16 大迫 敬二郎 ｵｵｻ ｺ　ｹｲｼ ﾛ゙ｳ 関西大学 4

17 津久家　優 ﾂｸ ｴ゙　ｽｸ ﾙ゙ 関西大学 2 17 津久家　優 ﾂｸ ｴ゙　ｽｸ ﾙ゙ 関西大学 2

13 篠原　雅人 ｼﾉﾊﾗ　ﾏｻ ﾄ 関西大学 2 13 篠原　雅人 ｼﾉﾊﾗ　ﾏｻ ﾄ 関西大学 2

10 宮久保　海 ﾐﾔ ｸﾎ 　゙ｶｲ 関西大学 4 10 宮久保　海 ﾐﾔ ｸﾎ 　゙ｶｲ 関西大学 4

7 大村　彰吾 ｵｵﾑﾗ　ｼｮｳｺﾞ 関西大学 2 18 斉藤　義見 ｻｲﾄｳ　ﾖｼﾐ 関西大学 2

18 正保　貴啓 ｼｮｳﾎ　ﾀｶﾋﾛ 関西大学 3 22 渡辺　裕幾 ﾜﾀﾅﾍ 　゙ﾕｳｷ 関西大学 2

15 小玉　大地 ｺﾀ ﾏ゙　ﾀ ｲ゙ﾁ 関西学院大学 4 15 小玉　大地 ｺﾀ ﾏ゙　ﾀ ｲ゙ﾁ 関西学院大学 4

22 安藤　佳晃 ｱﾝﾄ ｳ゙　ﾖｼｱｷ 立命館大学 2 9 咄下　広樹 ﾊﾅｼﾀ　ﾋﾛｷ 関西学院大学 2

2 倉田　裕章 ｸﾗﾀ　ﾋﾛｱｷ 立命館大学 4 7 夏野　卓也 ﾅﾂﾉ　ﾀｸﾔ 関西学院大学 2

9 山形　卓也 ﾔﾏｶ ﾀ゙　ﾀｸﾔ 同志社大学 4 24 新井　隆正 ｱﾗｲ　ﾀｶﾏｻ 立命館大学 3

24 辻　　俊太 ﾂｼ 　゙ｼｭﾝﾀ 同志社大学 4 4 加納　亮一 ｶﾉｳ　ﾘｮｳｲﾁ 同志社大学 2

氏　　　名 フリガナ

マホン　マーク ﾏﾎﾝ　ﾏｰｸ JIHF

大北　照彦 ｵｵｷﾀ　ﾃﾙﾋｺ 法政大学

Pos． NO． C/A 氏　　　名 フリガナ 所　　　　属 学年

1 小野田　拓人 ｵﾉﾀ 　゙ﾀｸﾄ 中央大学 1

20 佐藤　永和 ｻﾄｳ　ﾋｻ ｶｽﾞ 明治大学 1

2 西口　由悟 ﾆｼｸ ﾁ゙　ﾕｳｺﾞ 関西大学 1

3 佐々木　祐希 ｻｻ ｷ　ﾕｳｷ 法政大学 1

5 梶原　聡人 ｶｼ ﾜ゙ﾗ　ｿｳﾄ 明治大学 1

4 柴田 北斗 ｼﾊ ﾀ゙　ﾎｸﾄ 東洋大学 2

8 伊藤　剛史 ｲﾄｳ　ｺ ｳ゙ｼ 中央大学 1

17 石川　貴大 ｲｼｶﾜ　ﾀｶﾋﾛ 埼玉栄高校 高3

7 大宮　良 ｵｵﾐﾔ　ﾘｮｳ 関西大学 2

12 越後 智哉 ｴﾁｺ 　゙ﾄﾓﾔ 中央大学 1

15 室谷 徹 ﾑﾛﾀﾆ　ﾄｵﾙ 中央大学 2

16 岩槻 翔悟 ｲﾜﾂｷ　ｼｮｳｺﾞ 法政大学 2

22 小原　日向 ｵﾊ ﾗ゙　ﾋｭｳｶﾞ 法政大学 1

19 高橋 佑輔 ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｽｹ 明治大学 1

13 川口 尚耶 ｶﾜｸ ﾁ゙　ﾅｵﾔ 東洋大学 1

21 木戸　啓太 ｷﾄ 　゙ｹｲﾀ 埼玉栄高校 高2

9 松浦　晃 ﾏﾂｳﾗ　ｱｷﾗ 早稲田大学 2

18 池田　一騎 ｲｹﾀ 　゙ｲｯｷ 早稲田大学 1

14 古橋　真来 ﾌﾙﾊｼ　ﾏｸﾙ 日光明峰高校 高3

11 中井　誠弥 ﾅｶｲ　ﾏｻ ﾔ 日本大学 1

23 今橋　淳史 ｲﾏﾊｼ　ｱﾂｼ 埼玉栄高校 高3
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