
順位 氏 名 所　　　　　属 順位 氏 名 所　　　　　属

1 鈴　村 健　太 大垣南高校 1 後　藤 伊　世 和歌山クラブ
2 佐々木 慶　将 有限会社　共輪自動車 2 伊　藤 真　希 日本大学
3 松　本 優 MieSpinyLobster 3 西　田 弥　生 大阪シティ信用金庫
3 伊　藤 拓　真 大垣南高校 3 藤　山 雪　恵 同志社大学
5 古　田 唯一郎 同志社大学 5 喜　多 涼　帆 和東クラブ
6 道　脇 啓　太 明治大学 6 三　宅 杏　奈 和歌山クラブ
7 岸 貴　範 明治大学 7 相　澤 さつき 三重クラブ
8 大　崎 雄　貴 朝日大学 8 川　満 千　乃 岐阜クラブ
9 佐　藤 秀　貴 朝日大学 9 辻 すみれ 岐阜総合学園高等学校

10 岩　下 琢　哉 立命館大学 10 九　野 桃　佳 和歌山クラブ
11 片　岩 準 同志社大学 11 小　林 亜　美 朝日大学
12 粟　野 聖　也 京都産業大学 12 家　永 妃　里 岐阜クラブ
13 榎　本 芽　玖 和歌山北高校 13 東 莉　央 和歌山北高校
14 西　村 拓　也 同志社大学 14 中　西 彩　華 立命館大学
15 島　田 恭　亘 関西大学 15 北　橋 美　波 和歌山クラブ
16 小　林 政　生 京都クラブ 16 古　田 彩　稀 立命館大学
17 高　木 俊　哉 同志社大学 17 堀 茜　音 同志社大学
18 坪　井 浩　平 和歌山クラブ 18 原 侑　子 関西学院大学
19 谷　口 友　作 龍谷大学 19 山　根 令 同志社大学
20 久保田 茉沙樹 朝日大学 20 川　瀧 彩　加 立命館大学
21 徳　田 将　之 龍谷大学 21 森　下 結　衣 岐阜クラブ
22 西　口 治　伸 和東クラブ 22 高　田 澪 立命館大学
23 榎　本 涼 國學院大學 23 髙　橋 伊　吹 中京大学
24 池　畑 亮太朗 明治大学 24 佐　藤 志　帆 関西学院大学
25 松　本 大　輝 関西学院大学 25 大　杉 琴　音 関西学院大学
26 上　田 拓　弥 朝日大学 26 川　島 瑞　月 関西学院大学
27 岡　田 雄　大 京都産業大学 27 大　嶋 沙　季 同志社大学
28 稲　田 政　幸 和東クラブ 28 岡　部 麻　衣 日本大学
29 大　塚 弘　貴 立命館大学 29 楠　木 麗 朝日大学
30 立　岡 篤　人 同志社大学 30 新　井 はるか 朝日大学
31 米　島 一　真 京都産業大学 31 増　井 裕　子 大阪シティ信用金庫
32 逢　坂 尚　人 奈良クラブ 32 橋　本 真由香 関西学院大学
33 滝　本 航　大 京都産業大学 33 西　川 有　紀 関西大学
34 安養寺 弘　樹 京都クラブ 34 小　野 春　佳 関西大学
35 賀　來 昌一郎 立命館大学
36 中河原 颯　飛 朝日大学
37 川　本 賢 和東クラブ
38 谷　口 敦　彦 京都産業大学
39 瀬　藤 久　司 近畿大学
40 板　嶋 隼　奨 関西大学
41 松　下 大　成 関西学院大学
42 片　桐 彬　甫 関西学院大学
43 浅　利 大　樹 関西学院大学
44 末　時 健太郎 近畿大学
45 大　水 慎太郎 関西学院大学
46 木ノ原 中　也 京都大学
47 押　木 淳 京都大学
48 堅　田 遼 京都大学
49 奥　村 徳　人 京都産業大学
50 服　部 由　士 京都産業大学
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順位 氏 名 所　　　　　属 順位 氏 名 所　属

1 田　中 啓　暉 向陽 1 東 晟　良 和歌山北
2 井　神 俊　兵 和北ジュニアクラブ 2 山　中 志緒里 岩国工業
3 岡　村 駿 鳥羽 3 巾　下 可　蓮 和歌山北
3 福　山 澪 鹿児島南 3 福　塚 世　帆 和北ジュニアクラブ
5 毛　利 凌　乙 羽島北 5 佐　藤 萌　笑 至学館
6 松　村 侑　馬 和歌山北 6 巾　下 栞　奈 和北ジュニアクラブ
7 内　村 宥　基 和歌山北 7 竹　中 誉　稀 大垣南
8 ウェディシンハ ジュン エスコラピオス学園海星 8 尾　﨑 由　依 和歌山東
9 黒　川 康　貴 上宮 9 四　井 真里奈 揖斐
10 神　杉 諒 岩国工業 10 寺　田 智　子 龍谷大平安
11 辻 星　矢 エスコラピオス学園海星 11 田　中 彩　花 羽島北
12 木　村 奎太朗 龍谷大平安 12 吉　田 早　花 大阪国際滝井
13 井　川 晃　暉 和歌山北 13 松　岡 ひかる 大垣南
14 木　全 裕　大 愛工大名電 14 金　森 桃　子 和歌山東
15 西　口 泰　嵩 和北ジュニアクラブ 15 吉　田 真　花 三島
16 六　浦 克　幸 岐阜各務野 16 西　川 泉　希 立命館
17 久　米 春　貴 愛工大名電 17 大　西 日　菜 鳥取工業
18 小　倉 大　樹 鳥取工業 18 中　浦 柚　樹 帝塚山学院
19 勅使河原 知　大 羽島北 19 井　川 世　帆 和歌山北
20 山　口 改 和北ジュニアクラブ 20 森 彩　音 上宮
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