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bib 氏名 よみがな 所属先 年齢 生年月日
51 中西 真知子 なかにし まちこ 大阪府協会　*大阪 33 1976/09/19
52 西 麻依子 にし まいこ 湘南ベルマーレ 25 1984/10/12
53 佐藤 千佳 さとう ちか 神奈川県連合 24 1986/01/09
54 太田 麻衣子 おおた まいこ 寒竹歯科医院・稲毛インター 25 1985/03/16
55 福元 愛 ふくもと あい ジェイエフケイ　 17 1992/08/31
56 高野 紀子 たかの のりこ 兵庫県協会　*兵庫 32 1978/02/09
57 千歳 公子 せんざい きみこ 京都府協会　*京都 28 1982/01/19
58 中島 聖子 なかじま せいこ 兵庫県協会　*兵庫 30 1979/12/25
59 森本 奈々 もりもと なな 兵庫県協会 36 1974/07/07
60 川島 えり かわしま えり 愛媛県協会 23 1986/12/06
61 近藤 なつき こんどう なつき 立命館大学／学連 20 1989/11/11
62 川嶋 七彩 かわしま ななせ 順天堂大学／学連　 21 1989/06/18
63 塩田 久美子 しおた くみこ 同志社大学／学連　*京都 19 1990/07/31

bib 氏名 よみがな 所属先 年齢 生年月日
1 下村 幸平 しもむら こうへい G.A.M　*大阪 24 1985/09/24
2 平野 司 ひらの つかさ ハンズ・スーア・稲毛インター　*大阪 27 1983/04/28
3 若杉 摩耶文 わかすぎ まやふみ 神奈川県連合 23 1986/11/20
4 犬童 太一 いぬどう たいち 東京ヴェルディ 27 1983/03/31
5 古谷 純平 ふるや じゅんぺい ブレイブ北摂ヤオロジック　*京都 19 1991/05/18
6 工藤 駿 くどう しゅん チームケンズ練習生 19 1990/10/01
7 平松 弘道 ひらまつ こうどう サニーフィッシュ 30 1980/07/19
8 益田 大貴 ますだ だいき 湘南ベルマーレ 30 1980/01/25
9 木庭 和彦 きにわ かずひこ 兵庫県協会　*兵庫 31 1979/05/01
10 辻 圭一 つじ けいいち 立命館大学／学連 23 1987/05/22
11 石橋 健志 いしばし たけし 同志社大学／学連　*大阪 20 1989/08/26
12 鳥居 敬之 とりい ひろゆき 和歌山県連合　*和歌山 31 1979/06/06
13 岡本 治樹 おかもと はるき 滋賀県協会 31 1978/08/19
14 内山 勇 うちやま いさむ 京都府協会　*京都 38 1971/07/27
15 岡野 祐作 おかの ゆうさく 中京大学／学連　 22 1988/05/05
16 廣冨 真也 ひろとみ しんや 大阪府協会 31 1979/05/21
17 疋田　浩気 ひきだ ひろき 静岡県協会 37 1972/05/03
18 澤瀉 大樹 おもだか だいき 大阪体育大学／学連 20 1990/04/01
19 宇都宮 涼太 うつのみや りょうた 佐賀県協会 20 1989/07/16
20 樋口 玲士 ひぐち れいし 福岡県連合 27 1982/07/26
21 山中 俊輔 やまなか しゅんすけ 大阪府協会　*大阪 24 1985/09/16
22 河本 将治 かわもと まさはる 広島大学／学連　 19 1990/10/03
23 早野 貴士 はやの たかし 神奈川県連合 23 1987/06/03
24 神戸 昌紘 かんべ あきひろ 同志社大学／学連　*大阪 19 1990/11/24
25 東野 翔 ひがしの しょう 大阪府協会　*大阪 25 1984/08/27
26 末岡 瞭 すえおか りょう 立命館大学／学連　*京都 19 1990/09/26
27 新木 大智 あらき たいち 近畿大学／学連　*兵庫 19 1990/12/19
28 笠井 拓馬 かさい たくま 同志社大学／学連　*京都 20 1990/06/28
29 岩井 信二 いわい しんじ 愛媛県協会 28 1981/10/16
30 三村 弘一 みむら ひろかず 同志社大学／学連　*京都 19 1990/10/05
31 横山 大空 よこやま ひろたか 神奈川県連合 25 1984/09/04
32 蔭山 健介 かげやま けんすけ 同志社大学／学連　*大阪 22 1988/04/27
33 小林 歩 こばやし あゆむ 広島大学／学連　 20 1989/10/12
34 櫛田　宣善 くしだ のぶよし 愛知県協会 26 1983/11/16
35 中塚 貴文 なかつか たかふみ 同志社大学／学連　*兵庫 20 1990/03/09
36 青谷 大地 あおたに だいち 滋賀県協会 25 1984/09/28
37 上野　祐太朗 うえの ゆうたろう 同志社大学／学連　*京都 21 1989/05/26
38 藤田 幸大 ふじた ゆきひろ 埼玉県連合 28 1981/08/31
39 齋藤 英優 さいとう ひでまさ 立命館大学／学連　*京都 21 1989/07/22
40 福森 豊樹 ふくもり ともき 神奈川県連合 46 1963/09/06
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