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1

松田 和樹 （同 大）

2

梅本 龍樹 （仏 大）

田畑 朗

（龍 大） 38

3

三上 流輝 （滋 大）

坂下 翼

（びわこ大）

4

井上 智也 （びわこ大）

柴田 尚樹 （滋 大） 40

5

井口 瑛心 （立命大）

久保田 魁 （京産大） 41

6

新濱 敦史

中路 龍平 （仏 大） 42

7

綾井 康平 （京工大）

8

岡田 朝陽 （京産大）

長牛 翔大 （京外大） 44

9

國政 幸佑 （龍 大）

松本 光平 （同 大） 45

10 久留島 陽生 （京外大）

吉田 健太郎 （立命大） 46

11 山脇 裕太 （滋 大）

濱田 冴成 （京 大） 47

12 田村 拓史 （京産大）

荒井 遥介 （同 大） 48

13 岩崎 太登 （京 大）

康乗 翔太 （京産大） 49

14 川野 祐輝 （龍 大）

藤野 太門 （立命大） 50

15 柘植 幹哉 （立命大）

栗正 克幸 （京工大） 51

16 山田 和真 （京 大）

河野 裕紀 （京 大） 52

17 岡本 壮平 （仏 大）

谷口 健介 （滋 大） 53

18

（同 大）

難波 尚貴 （龍 大） 54

19 三上 和馬 （同 大）

岩田 真優 （同 大） 55

20 上浦 広人 （びわこ大）

西田 侑真 （龍 大） 56

21 川辺 友翔 （京産大）

田中 大翔 （京工大） 57

22 隅田 春介 （滋 大）

奥田 大樹 （京 大） 58

23 奥崎 哲英 （京 大）

小野 蒼太 （立命大） 59

24 北畑 涼悟 （立命大）

村上 仁崇 （びわこ大） 60

25 鈴木 雄大 （京 大）

渡辺 碧海 （仏 大） 61

26 山本 一紗 （龍 大）

杉野 弘樹 （滋 大） 62

27 川尻 恭平 （仏 大）

小山 章博 （京産大） 63

28 尾崎 亮介 （京 大）

吉岡 裕生 （龍 大） 64

29 常峰 遊日 （びわこ大）

大西 康太 （京 大） 65

30 加藤 礼旺 （立命大）

坪井 大輔 （京産大） 66

31 宮岡 暸斗 （京工大）

山崎 僚也 （京外大） 67

32 影山 ヒカル （同 大）

内田 尚希 （同 大） 68

33 梅林 侑真 （京産大）

屋敷 実直人 （仏 大） 69

34 松井 宏樹 （仏 大）

濱田 洸輔 （京 大） 70

35 山本 龍星 （滋 大）

吉本 悠馬 （滋 大） 71

36 片山 幸輝 （立命大）

本田 柊哉 （立命大） 72

笹渕 大

（京大）

溝渕 智大 （立命大） 37

斎藤 諒

39

（京 大） 43
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73 久保田 隆一 （立命大）

山岸 勇貴 （同 大） 109

74 早田 涼生 （龍 大）

和仁 秀輔 （滋 大） 110

75 谷口 太一 （京 大）

祝井 堅太朗 （京 大） 111

76 吉留 将治 （滋 大）

水川 堅士郎 （立命大） 112

77 澤田 直希 （仏 大）

石畑 裕介 （びわこ大） 113

78 斎藤 有志 （京 大）

水谷 壮臣 （京外大） 114

79 大谷 伸太郎 （同 大）

吉田 大晟 （龍 大） 115

80 西垣 毅駿 （立命大）

福井 雄大 （仏 大）

81 多田 紘庸 （京外大）

芦田 将高 （京産大） 117

82 檜作 涼太

116

（京産大）

佐々木 達郎 （同 大） 118

83 小林 寛弥 （仏 大）

谷川 京将 （京 大） 119

84 山川 峻平 （滋 大）

安本 颯馬 （京工大） 120

85 栗眞 広武 （龍 大）

鵜沢 拓弥 （立命大） 121

86 土田 将生 （京工大）

今井 悠翔 （京産大） 122

87 稲山 巧真 （びわこ大）

若杉 和哉 （滋 大） 123

88 森本 悠暉 （京 大）

則武 佑理 （京 大） 124

89 山本 丈太 （立命大）

伊藤 右京 （龍 大） 125

90 木本 裕貴 （同 大）

藤本 達朗 （立命大） 126

91 村木 亮太 （立命大）
92
93

佐藤 薫
中村 汐

大森 蓮

（同 大） 127

（京産大）

青木 大歩 （龍 大） 128

（滋県大）

高橋 遼平 （京工大） 129

94 矢地 公平 （京 大）

西堀 蓮

（京産大） 130

95 鶴久 雄己 （同 大）

白濵 晃一 （京 大） 131

96

宮川 翔伍 （仏 大）

大島 凛

（仏 大）

132

97 矢田 智基 （滋 大）

日下部 港太 （花 大） 133

98 新田 泰弘 （京 大）

西尾 柾輝 （滋 大） 134

99 水口 大輔 （龍 大）

岡 勇希

（立命大） 135

100

板屋 英明 （京工大）

清 勇人

（京外大） 136

101

杉原 史宇 （同 大）

102

東 篤志

（京産大）

梅田 翔馬 （びわこ大） 137
吹田 勇哉 （滋 大） 138

103

北村 一真 （仏 大）

高橋 卓真 （仏 大）

104

義川 諒一 （京 大）

守時 慶悟 （立命大） 140

105

鈴木 将斗 （滋 大）

木村 京太 （京産大） 141

106

星野 智紀 （立命大）

寺堀 彰真 （龍 大） 142

107

猪瀬 大智 （びわこ大）

澤田 昂志 （京 大） 143

108

宇田 翔

（同 大）

139

小泉 亮太 （同 大） 144

