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bib 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日
1 佐藤 千佳 さとう ちか 神奈川県連合 25 1986/01/09
2 西 麻依子 Nishi Maiko 湘南ベルマーレ 26 1984/10/12
3 梶田 舞 かじた まい 宇都宮村上塾 24 1987/01/26
4 竹元 久美子 たけもと くみこ 愛知県協会 28 1983/01/12
5 福元 愛 ふくもと あい 大阪体育大学／学連 18 1992/08/31
6 高野 紀子 たかの のりこ 兵庫県協会 33 1978/02/09
7 中島 聖子 なかじま せいこ 兵庫県協会 31 1979/12/25
8 森本 奈々 もりもと なな 兵庫県協会 37 1974/07/07
9 深井 寿里 ふかい じゅり 大阪体育大学／学連 20 1991/07/10
10 藤木 藍子 ふじき あいこ 兵庫県協会 23 1988/01/04
11 平下 心 ひらした こころ 大阪府協会 29 1982/01/27
12 上北 綾乃 かみきた あやの 近畿大学／学連 19 1991/11/09
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bib 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日
21 平野 司 ひらの つかさ 稲毛インター 28 1983/04/28
22 若杉 摩耶文 わかすぎ まやふみ 湘南ベルマーレ 24 1986/11/20
23 小池 賢 こいけ けん 千葉県連合 32 1978/12/26
24 堤 啓 つつみ ひろし 専修大学／学連 20 1991/03/01
25 平松 幸紘 ひらまつ ゆきひろ 愛媛県協会 27 1983/10/19
26 末岡 瞭 すえおか りょう 立命館大学／学連 20 1990/09/26
27 井上 一輝 いのうえ かずき 東京都連合 28 1982/10/17
28 小林 晃久 こばやし あきひさ チームケンズ京都 18 1992/10/09
29 益田 大貴 ますだ だいき 湘南ベルマーレ 31 1980/01/25
30 篠崎 友 しのざき ゆう サニーフィッシュ 27 1983/12/15
31 木村 悠 きむら ゆたか 京都府協会 25 1986/03/28
32 岡本 治樹 おかもと はるき 滋賀県協会 32 1978/08/19
33 早野 貴士 はやの たかし 東京都連合 24 1987/06/03
34 笠井 拓馬 かさい たくま 同志社大学／学連 21 1990/06/28
35 三村 弘一 みむら ひろかず 同志社大学／学連 20 1990/10/05
36 東野 翔 ひがしの しょう 大阪府協会 26 1984/08/27
37 齋藤 英優 さいとう ひでまさ 立命館大学／学連 21 1989/07/22
38 上野 祐太朗 うえの ゆうたろう 同志社大学／学連 22 1989/05/26
39 新木 大智 あらき たいち 近畿大学／学連 20 1990/12/19
40 内山 勇 うちやま いさむ 京都府協会 39 1971/07/27
41 山中 俊輔 やまなか しゅんすけ 大阪府協会 25 1985/09/16
42 廣冨 真也 ひろとみ しんや 大阪府協会 32 1979/05/21
43 神戸 昌紘 かんべ あきひろ 同志社大学／学連 20 1990/11/24
44 岩井 信二 いわい しんじ 愛媛県協会 29 1981/10/16
45 疋田　浩気 ひきだ ひろき 静岡県協会 38 1972/05/03
46 外山 高広 とやま たかひろ 埼玉県連合 27 1983/10/18
47 若杉 恵夢 わかすぎ えむ 日本体育大学／学連 22 1989/04/30
48 柳井 賢太 やない けんた 神奈川県連合 25 1986/06/16
49 上村 昌志 かみむら まさし 栃木県協会 23 1988/06/05
50 前田 隼矢 まえだ しゅんや 兵庫県協会 22 1988/10/03
51 山口 伸治 やまぐち しんじ 広島県協会 32 1979/03/03
52 井上 亮 いのうえ りょう 京都府立医科大学／学連 27 1984/03/22
53 九町 俊吾 くちょう しゅんご 高知県連合 28 1983/04/08
54 澤瀉 大樹 おもだか だいき 大阪体育大学／学連 21 1990/04/01
55 川村 好平 かわむら こうへい 滋賀県協会 25 1985/09/03
56 松岡 健太郎 まつおか けんたろう 同志社大学／学連 20 1991/02/21
57 倉内 誠司 くらうち せいじ 愛知県協会 27 1984/02/25
58 丸岡 直記 まるおか なおき 同志社大学／学連 21 1990/07/04
59 山田 裕之 やまだ ひろゆき 立命館大学／学連 21 1990/06/04
60 桶谷 祐輝 おけたに ゆうき 島根県協会 23 1988/05/30
61 長谷川 大輔 はせがわ だいすけ 立命館大学／学連 19 1991/08/01
62 安田 巧 やすだ たくみ 近畿大学／学連 21 1989/10/10
63 今井 隆生 いまい たかお 日本体育大学／学連 20 1990/08/31
64 伊藤 寿 いとう ひさし 愛知県協会 28 1982/08/13
65 樋口 壽 ひぐち　ひさし 立命館大学／学連 20 1990/10/24
66 中塚　貴文 なかつか　たかふみ 同志社大学／学連 21 1990/03/09
67 芝原 大樹 しばはら だいき 同志社大学／学連 20 1990/07/25
68 田近 宏樹 たじか ひろき 福岡県連合 29 1981/09/29
69 樋口 玲士 ひぐち　れいし 福岡県連合 28 1982/07/26
70 木庭 和彦 きにわ かずひこ 兵庫県協会 32 1979/05/01
71 小田原 道人 おだわら みちひと 関西大学／学連 24 1987/04/12
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