
NO. ⽒名 ふりがな 府県 sex
1 ⼤森 誠司 oomori seiji 岡⼭県 M
2 ⻘⽊ 昌⽂ ｱｵｷ ﾏｻﾌﾐ 兵庫県 M
3 ⻘⽊ 善郎 ｱｵｷ ﾖｼｵ ⼤阪府 M
4 ⻘島 ⼀欽 アオシマ カズヨシ 兵庫県 M
5 ⻘⼭ 雅幸 アオヤマ マサユキ 兵庫県 M
6 ⾚塚 剛司 アカツカ タケシ 三重県 M
7 上⾥ 洋介 アガリ ヨウスケ 兵庫県 M
8 上⾥ 柊介 アガリ ヨウスケ 兵庫県 M
9 秋⽥ 和孝 ｱｷﾀ ｶｽﾞﾀｶ ⼤阪府 M

10 浅井 清 アサイ キヨシ 福井県 M
11 浅⽥ 雅彦 アサダ マサヒコ ⼤阪府 M
12 浅和 純⼀ ｱｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都府 M
13 東 嘉宏 ｱｽﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 兵庫県 M
14 新井 公⼀郎 アライ コウイチロウ 東京都 M
15 荒井 誠⼀ ｱﾗｲ ｾｲｲﾁ 福井県 M
16 五⼗嵐 いずみ ｲｶﾞﾗｼ ｲｽﾞﾐ 京都府 F
17 五⼗嵐 久夫 ｲｶﾞﾗｼ ﾋｻｵ 京都府 M
18 池⽥ 考輝 イケダ コウキ 兵庫県 M
19 池端 整 ｲｹﾊﾀ ﾋﾄｼ 埼⽟県 M
20 ⽯川 正和 イシカワ マサカズ 京都府 M
21 ⽯坂 俊雄 ｲｼｻﾞｶ ﾄｼｵ 三重県 M
22 ⽯⽥ 篤志 ｲｼﾀﾞ ﾄｸｼ ⼤阪府 M
23 ⽯⽥ 優汰 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀ ⼤阪府 M
24 ⽯塚 淳⽣ イシヅカ アツオ 京都府 M
25 ⽯塚 美友 ｲｼﾂﾞｶ ﾖｼﾄﾓ 京都府 M
26 ⽯本 正治 ｲｼﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ ⼤阪府 M
27 ⽯本 みゆき ｲｼﾓﾄ ﾐﾕｷ ⼤阪府 F
28 和泉 潤 イズミ ジュン 京都府 M
29 礒⽥ 泰之 ｲｿﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 滋賀県 M
30 礒野 学 ｲｿﾉ ﾏﾅﾌﾞ 兵庫県 M
31 井⽥ 貴典 ｲﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 京都府 M
32 市嶋 ⼤祐 イチシマ ダイスケ 京都府 M
33 市橋 豊雄 ｲﾁﾊｼ ﾄﾖｵ 岐⾩県 M
34 ⼀守 さやか ｲﾁﾓﾘ ｻﾔｶ 兵庫県 F
35 伊藤 孝 ｲﾄｳ ﾀｶｼ ⼤阪府 M
36 伊藤 正孝 ｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ ⼤阪府 M
37 ⽷本 夏実 ｲﾄﾓﾄ ﾅﾂﾐ 滋賀県 F
38 ⽷本 守 ｲﾄﾓﾄ ﾏﾓﾙ ⼤阪府 M



39 稲井 彰 ｲﾅｲ ｱｷﾗ 京都府 M
40 稲葉 瑛志 ｲﾅﾊﾞ ｴｲｼﾞ 京都府 M
41 稲葉 真 ｲﾅﾊﾞ ﾏｺﾄ 兵庫県 M
42 猪野 ⼀郎 ｲﾉ ｲﾁﾛｳ 京都府 M
43 猪野 ⼤輔 イノ ダイスケ 奈良県 M
44 井上 秀之 イノウエ ヒデユキ 京都府 M
45 井上 美幸 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ 京都府 F
46 井上 裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ ⼤阪府 M
47 井⽖ 規夫 ｲﾉﾂﾒ ﾉﾘｵ ⼤阪府 M
48 今井 雅弘 イマイ マサヒロ 愛知県 M
49 今井 意晴 ｲﾏｲ ﾑﾈﾊﾙ ⼤阪府 M
50 祝 圭佑 イワイ ケイスケ 京都府 M
51 岩井 宏樹 ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 和歌⼭県 M
52 岩倉 京 ｲﾜｸﾗ ｹｲ 愛知県 M
53 岩崎 陽 ｲﾜｻｷ ｱｷﾗ ⼤阪府 M
54 岩⽥ 敏尚 イワタ トシヒサ 奈良県 M
55 岩⽥ 裕之 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ ⼤阪府 M
56 岩淵 尚美 イワブチ ナオミ ⼤阪府 F
57 岩本 昌志 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｼ 京都府 M
58 上久保 ⼤輔 ｳｴｸﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫県 M
59 植⽥ 真吾 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 兵庫県 M
60 植野 健司 ウエノ ケンジ 京都府 M
61 上間 智⽂ ｳｴﾏ ﾄﾓﾌﾐ 兵庫県 M
62 内海 昭彦 ｳﾁｳﾐ ｱｷﾋｺ 東京都 M
63 内⽥ 和男 ウチダ カズオ 兵庫県 M
64 内⽥ 覚 ｳﾁﾀﾞ ｻﾄﾙ 三重県 M
65 内⽥ 陽介 ウチダ ヨウスケ ⼤阪府 M
66 内⽥ 隆⼀ ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 京都府 M
67 畝⽥ 良⼀ ｳﾈﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ ⼤阪府 M
68 祖⺟井 正樹 ｳﾊﾞｶﾞｲ ﾏｻｷ 滋賀県 M
69 梅垣 和寿 ｳﾒｶﾞｷ ｶｽﾞﾄｼ 京都府 M
70 浦⽥ 武雄 ウラタ タケオ 奈良県 M
71 遠藤 裕章 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 滋賀県 M
72 尾井 良亮 ｵｲ ﾘｮｳｽｹ 奈良県 M
73 ⼤池 勇貴 オオイケ ユウキ 兵庫県 M
74 ⼤浦 凪紗 ｵｵｳﾗ ﾅｷﾞｻ ⼤阪府 F
75 ⼤⽅ 信男 オオカタ ノブオ ⼤阪府 M
76 ⼤川 陽⼀ ｵｵｶﾜ ﾖｳｲﾁ 京都府 M
77 ⼤久保 俊幸 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾕｷ ⼤阪府 M



78 ⼤久保 之博 オオクボ ユキヒロ 京都府 M
79 ⼤河内 ⼆郎 ｵｵｺｳﾁ ｼﾞﾛｳ 奈良県 M
80 ⼤阪 英児 オオサカ エイジ ⼤阪府 M
81 ⼤⾓ 貴仁 ｵｵｽﾐ ﾀｶﾋﾄ 愛知県 M
82 太⽥ 直樹 ｵｵﾀ ﾅｵｷ 奈良県 M
83 ⼤⾕ 佳史 オオタニ ヨシフミ 奈良県 M
84 ⼤塚 祐⼆ ｵｵﾂｶ ﾕｳｼﾞ 兵庫県 M
85 ⼤坪 孝⾏ ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｶﾕｷ ⼤阪府 M
86 ⼤⻄ 裕美⼦ ｵｵﾆｼ ﾕﾐｺ 兵庫県 F
87 ⼤野 純弥 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 京都府 M
88 ⼤野 良朋 ｵｵﾉ ﾖｼﾄﾓ 兵庫県 M
89 ⼤橋 憲吾 ｵｵﾊｼ ｹﾝｺﾞ 兵庫県 M
90 ⼤橋 建夫 オオハシ タテオ ⼤阪府 M
91 ⼤橋 義弘 ｵｵﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 京都府 M
92 ⼤前 健⼀ オオマエ ケンイチ 兵庫県 M
93 ⼤町 和⼦ ｵｵﾏﾁ ｶｽﾞｺ 京都府 F
94 ⼤町 泰貴 ｵｵﾏﾁ ﾀｲｷ 京都府 M
95 ⼤町 ⾠也 ｵｵﾏﾁ ﾀﾂﾔ 兵庫県 M
96 ⼤町 恒夫 ｵｵﾏﾁ ﾂﾈｵ 京都府 M
97 岡 孝征 ｵｶ ﾀｶﾕｷ 京都府 M
98 岡⽥ 磨 ｵｶﾀﾞ ｵｻﾑ 滋賀県 M
99 岡⽥ 理樹 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｷ 京都府 M

100 岡本 伊久男 ｵｶﾓﾄ ｲｸｵ 京都府 M
101 岡本 正明 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｱｷ ⼤阪府 M
102 岡本 美穂 ｵｶﾓﾄ ﾐﾎ 京都府 F
103 岡本 幸紀男 ｵｶﾓﾄ ﾕｷｵ 京都府 M
104 ⼩川 夏央 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｵ 兵庫県 M
105 荻⽥ 浩⾏ オギタ ヒロユキ 京都府 M
106 荻野 知 ｵｷﾞﾉ ｻﾄﾙ 京都府 M
107 奥⾕ 朋也 ｵｸﾀﾆ ﾄﾓﾔ ⼤阪府 M
108 奥⾕ 将全 オクタニ ヒナタ ⼤阪府 M
109 奥村 武志 ｵｸﾑﾗ ﾀｹｼ 兵庫県 M
110 ⼩倉 敬⼦ ｵｸﾞﾗ ﾀｶｺ 京都府 F
111 ⼩倉 英昭 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 京都府 M
112 尾崎 湧 ｵｻﾞｷ ﾕｳ ⼤阪府 M
113 尾上 純平 オノウエ ジュンペイ 京都府 M
114 ⼩野⼭ 智彦 オノヤマ トモヒコ ⼤阪府 M
115 ⼩幡 芳照 ｵﾊﾞﾀ ﾖｼﾃﾙ 京都府 M
116 ⾙⽥ 耕⼀ ｶｲﾀﾞ ｺｳｲﾁ 京都府 M



117 嘉数 昇太郎 カカズ ショウタロウ 三重県 M
118 垣内 晶 ｶｷｳﾁ ｱｷﾗ 兵庫県 M
119 垣内 忠仁 ｶｷｳﾁ ﾀﾀﾞﾋﾄ 兵庫県 M
120 垣内 夏希 ｶｷｳﾁ ﾅﾂｷ 兵庫県 F
121 笠井 政義 ｶｻｲ ﾏｻﾖｼ ⼤阪府 M
122 柏⽊ 栄司 ｶｼﾜｷﾞ ｴｲｼﾞ 奈良県 M
123 春⽇ 耕⼀ ｶｽｶﾞ ｺｳｲﾁ 滋賀県 M
124 樫 保美 ｶﾀｷﾞ ﾔｽﾐ 京都府 M
125 ⽚町 有佑 ｶﾀﾏﾁ ﾕｳｽｹ 愛知県 M
126 ⽚⼭ 敬仁 ｶﾀﾔﾏ ｹｲｼﾞ 京都府 M
127 ⽚⼭ 秀昭 カタヤマ ヒデアキ ⼤阪府 M
128 勝井 達也 ｶﾂｲ ﾀﾂﾔ 京都府 M
129 桂 稔 ｶﾂﾗ ﾐﾉﾙ 京都府 M
130 桂 遼 ｶﾂﾗ ﾘｮｳ 京都府 M
131 加藤 成俊 ｶﾄｳ ﾅﾘﾄｼ ⼤阪府 M
132 加藤 祐司 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ 三重県 M
133 加藤 慶宣 カトウ ヨシノブ 京都府 M
134 ⾦⼦ 智紀 カネコ トモノリ 京都府 M
135 ⾦城 静枝 ｶﾈｼﾛ ｼｽﾞｴ ⼤阪府 F
136 ⾦⽥ 美彦 ｶﾈﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 京都府 M
137 上 輝⾏ カミ テルユキ ⼤阪府 M
138 加茂 幸治 ｶﾓ ｺｳｼﾞ 京都府 M
139 唐松 明男 ｶﾗﾏﾂ ｱｷｵ 愛知県 M
140 河合 清幸 ｶﾜｲ ｷﾖﾕｷ 兵庫県 M
141 河合 忍 カワイ シノブ 京都府 M
142 川上 勲 ｶﾜｶﾐ ｲｻｵ ⼤阪府 M
143 川島 慎⼆ カワシマ シンジ 静岡県 M
144 川⽥ 順也 ｶﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 京都府 M
145 河野 洋 ｶﾜﾉ ﾋﾛｼ 兵庫県 M
146 河野 匡秀 ｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ ⼤阪府 M
147 川端 春南 カワバタ ハルナ 奈良県 M
148 川畑 雅之 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ ⼤阪府 M
149 河村 隆夫 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｵ ⼤阪府 M
150 川本 治彦 ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ 兵庫県 M
151 菊地 敏 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 神奈川県 M
152 ⽊下 将太郎 キシタ ショウタロウ ⼤阪府 M
153 岸本 俊之 ｷｼﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 滋賀県 M
154 岸本 英孝 ｷｼﾓﾄ ﾋﾃﾞﾀｶ 京都府 M
155 喜捨 真和⼦ キステ ミワコ 京都府 F



156 喜多 貴嗣 ｷﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 兵庫県 M
157 北 貢 ｷﾀ ﾐﾂｸﾞ 京都府 M
158 北⾵ 武志 ｷﾀｶｾﾞ ﾀｹｼ ⼤阪府 M
159 北川 紀之 ｷﾀｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ ⼤阪府 M
160 北相模 義雄 ｷﾀｻｶﾞﾐ ﾖｼｵ 滋賀県 M
161 ⽊藤⽥ 恒夫 ｷﾄﾀﾞ ﾂﾈｵ 京都府 M
162 ⾐笠 守彦 キヌガサ モリヒコ 兵庫県 M
163 ⾐川 ⼀⾏ ｷﾇｶﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 京都府 M
164 ⽊下 強 ｷﾉｼﾀ ﾂﾖｼ 滋賀県 M
165 ⽊俣 恭⼦ ｷﾏﾀ ｷｮｳｺ 京都府 F
166 ⽊俣 守勝 ｷﾏﾀ ﾓﾘｶﾂ 京都府 M
167 国本 彰紀 ｸﾆﾓﾄ ｱｷﾉﾘ ⼤阪府 M
168 国本 ⼀器 ｸﾆﾓﾄ ｲﾂｷ ⼤阪府 M
169 久保 誉 ｸﾎﾞ ﾎﾏﾚ ⼤阪府 M
170 窪⽥ 剛志 ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ 兵庫県 M
171 呉⼭ 友崇 ｸﾚﾔﾏ ﾄﾓﾀｶ 滋賀県 M
172 桑原 美明 クワハラ ヨシアキ 兵庫県 M
173 ⼩池 智之 コイケ トモユキ 京都府 M
174 幸⾕ 昌紀 ｺｳﾀﾆ ﾏｻﾉﾘ 京都府 M
175 河野 宏⾏ ｺｳﾉ ﾋﾛﾕｷ 京都府 M
176 肥塚 泰雅 ｺｴﾂﾞｶ ﾀｲｶﾞ 兵庫県 M
177 肥塚 雅⾏ ｺｴﾂﾞｶ ﾏｻﾕｷ ⼤阪府 M
178 古賀 元基 ｺｶﾞ ﾓﾄｷ 兵庫県 M
179 ⼩⽊ 久⽣ コキ゛ ヒサオ ⼤阪府 M
180 越川 友幸 ｺｼｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 京都府 M
181 ⼩銭 賢 ｺｾﾞﾆ ｻﾄｼ 兵庫県 M
182 ⼩⾼ 匡⼦ ｺﾀﾞｶ ｷｮｳｺ 岡⼭県 F
183 ⼩⾕ 尚平 コタニ ショウヘイ 兵庫県 M
184 ⼩寺 潤⼀ コテラ ジュンイチ 京都府 M
185 ⼩寺 直樹 ｺﾃﾗ ﾅｵｷ 京都府 M
186 後藤 美絵⼦ ゴトウ ミエコ 兵庫県 F
187 ⼩林 英敏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄｼ 兵庫県 M
188 駒形 映理佳 ｺﾏｶﾞﾀ ｴﾘｶ 京都府 F
189 駒形 知彦 ｺﾏｶﾞﾀ ﾄﾓﾋｺ 京都府 M
190 ⼩牧 ⼤容 コマキ タイヨウ ⼤阪府 M
191 ⼩牧 孝充 ｺﾏｷ ﾀｶﾐﾂ ⼤阪府 M
192 ⼩牧 宥天 コマキ ヒロソラ ⼤阪府 M
193 ⼩村 哲哉 ｺﾑﾗ ﾃﾂﾔ 兵庫県 M
194 薦⽥ 俊⼀ ｺﾓﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ ⼤阪府 M



195 ⼩物 拓真 コモノ タクマ ⼤阪府 M
196 ⼩森 ⼤介 ｺﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 滋賀県 M
197 ⼩森 零 ｺﾓﾘ ﾚｲ 滋賀県 M
198 ⼩⼭ 史穂⼦ コヤマ シホコ ⼤阪府 F
199 近藤 晴秋 コンドウ ハルアキ ⼤阪府 M
200 紺屋 仁志 ｺﾝﾔ ﾋﾄｼ ⼤阪府 M
201 ⻫藤 晃 サイトウ アキラ 三重県 M
202 ⻫藤 忠義 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾖｼ ⼤阪府 M
203 斎藤 正敏 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ ⼤阪府 M
204 坂上 敦史 サカガミ アツシ 滋賀県 M
205 坂⽥ 和⼈ サカタ カズト 奈良県 M
206 坂本 健太 ｻｶﾓﾄ ｹﾝﾀ ⼤阪府 M
207 坂本 政英 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ 三重県 M
208 坂本 賢 サカモト マサル ⽯川県 M
209 坂本 幸信 ｻｶﾓﾄ ﾕｷﾉﾌﾞ 京都府 M
210 佐々⽊ 徹男 ｻｻｷ ﾃﾂｵ 滋賀県 M
211 笹⽥ 尚吾 ｻｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 京都府 M
212 鎖是 実次 ｻｾﾞ ﾐﾂｸﾞ 愛知県 M
213 佐⽵ 誠⼆郎 ｻﾀｹ ｾｲｼﾞﾛｳ 徳島県 M
214 佐藤 和明 ｻﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 京都府 M
215 佐藤 ⼤樹 ｻﾄｳ ﾀｲｷ 兵庫県 M
216 佐藤 寛之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 京都府 M
217 佐藤 守彦 サトウ モリヒコ 兵庫県 M
218 塩野 仁 シオノ ヒトシ 滋賀県 M
219 塩⾒ 貴秀 シオミ タカヒデ 京都府 M
220 滋賀 景介 ｼｶﾞ ｹｲｽｹ 京都府 M
221 茂⽊ 豊 シゲキ ユタカ 奈良県 M
222 滋野 知明 ｼｹﾞﾉ ﾄﾓｱｷ ⼤阪府 M
223 芝⾕ 晃 シバタニ アキラ 兵庫県 M
224 芝⾕ 好美 シバタニ ヨシミ 兵庫県 F
225 芝⼭ 洋⾄ シバヤマ ヒロシ 兵庫県 M
226 渋⾕ 真⼆ ｼﾌﾞﾀﾆ ｼﾝｼﾞ 奈良県 M
227 嶋⾕ 昭則 ｼﾏﾀﾆ ｱｷﾉﾘ 兵庫県 M
228 清⽔ 賢⼀ シミズ ケンイチ ⼤阪府 M
229 清⽔ 尚志 ｼﾐｽﾞ ﾋｻｼ ⼤阪府 M
230 清⽔ 祐輔 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 滋賀県 M
231 下家 智代 シモイエ トモヨ 広島県 F
232 下⾨ ⼈史 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾄｼ 兵庫県 M
233 霜⽥ 洋祐 ｼﾓﾀﾞ ﾖｳｽｹ 京都府 M



234 周藤 栄⼦ シュウトウ エイコ 兵庫県 F
235 周藤 聡 シュウトウ サトシ 兵庫県 M
236 城垣 武道 ｼﾞｮｳｶﾞｷ ﾀｹﾐﾁ 奈良県 M
237 上甲 宏 ｼﾞｮｳｺｳ ﾋﾛｼ ⼤阪府 M
238 新道 博⽂ ｼﾝﾐﾁ ﾋﾛﾌﾐ ⼤阪府 M
239 菅井 忠 ｽｶﾞｲ ﾀﾀﾞｼ 京都府 M
240 菅原 裕⼋ ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 兵庫県 M
241 杉崎 雅俊 ｽｷﾞｻｷ ﾏｻﾄｼ 京都府 M
242 杉崎 ⻯⼈ ｽｷﾞｻｷ ﾘｭｳﾄ 岐⾩県 M
243 杉元 秋彦 スギモト アキヒコ 兵庫県 M
244 杉本 俊博 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ ⼤阪府 M
245 鈴⽊ 晃介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ ⼤阪府 M
246 鈴⽊ 良紀 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 兵庫県 M
247 関 玲⼈ ｾｷ ﾚｲﾄ ⼤阪府 M
248 関⼝ 幸夫 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷｵ 兵庫県 M
249 関⼾ 勝 セキド マサル 愛知県 M
250 瀬⼾ 信之 ｾﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 兵庫県 M
251 妹尾 唯史 ｾﾉｵ ﾀﾀﾞｼ 奈良県 M
252 ⼤道 真⼀ ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁ 京都府 M
253 ⼤道 隆⽮ ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾀｶﾔ 京都府 M
254 臺野 ⼀郎 ﾀﾞｲﾉ ｲﾁﾛｳ 京都府 M
255 ⼤⼒ 聡美 ダイリキ サトミ 京都府 F
256 ⾼倉 烈 ﾀｶｸﾗ ﾀｹｼ 愛知県 M
257 ⾼倉 裕⼈ ﾀｶｸﾗ ﾋﾛﾄ 京都府 M
258 ⾼⽥ 和幸 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ ⼤阪府 M
259 ⾼⽥ 誠路 ﾀｶﾀ ｾｲｼﾞ 京都府 M
260 ⾼野 健治 ﾀｶﾉ ｹﾝｼﾞ 京都府 M
261 ⾼橋 孝司 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 京都府 M
262 ⾼橋 ⼤介 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ ⼤阪府 M
263 ⾼橋 直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 京都府 M
264 ⾼橋 宏 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 京都府 M
265 髙橋 海凪 タカハシ ミナギ 京都府 M
266 瀧川 賀久 ﾀｷｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ 三重県 M
267 ⽥⼝ 慎⼀郎 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ 兵庫県 M
268 ⽥⼝ 結⿇ ﾀｸﾞﾁ ﾕﾏ 兵庫県 F
269 嶽釜 彰夫 タケガマ アキオ 京都府 M
270 武⽥ 仁宏 タケダ ヨシヒロ 東京都 M
271 ⽵⾕ 祐⼀ ﾀｹﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 滋賀県 M
272 ⽵原 正⼈ ﾀｹﾊﾗ ﾏｻﾄ 京都府 M



273 ⽵村 正明 タケムラ マサアキ 兵庫県 M
274 ⽵⾕ 昌直 ﾀｹﾔ ﾏｻﾅｵ 愛知県 M
275 但⾺ 兵庫之守 ﾀｼﾞﾏ ﾋｮｳｺﾞﾉｶﾐ 兵庫県 M
276 ⾠野 純平 タツノ ジュンペイ 愛知県 M
277 ⿓本 圭右 ﾀﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 兵庫県 M
278 ⽥中 歩 ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ 愛知県 M
279 ⽥中 健司 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ ⼤阪府 M
280 ⽥中 康佑 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 愛知県 M
281 ⽥中 伸⼀ ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ ⼤阪府 M
282 ⽥中 尚⽂ ﾀﾅｶ ﾅｵﾌﾐ ⼤阪府 M
283 ⽥中 信之 タナカ ノブユキ 兵庫県 M
284 ⽥中 教彦 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾋｺ 京都府 M
285 ⽥中 弘実 タナカ ヒロミ ⼤阪府 M
286 ⽥中 まさき タナカ マサキ 京都府 F
287 ⽥中 雅之 ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ ⿃取県 M
288 ⽥中 良典 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ ⼤阪府 M
289 ⾕⼝ 厚志 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｼ 兵庫県 M
290 ⾕⼝ 洸希 タニグチ コウキ 愛知県 M
291 ⾕⼝ 慧 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾄｼ 京都府 M
292 ⽥原 勝⺒ ﾀﾊﾗ ｶﾂﾐ 兵庫県 M
293 ⽟⽯ 与志雄 タマイシ ヨシオ ⼤阪府 M
294 ⽟⽊ 慎也 タマキ シンヤ ⼤阪府 M
295 千坂 蓮 ﾁｻｶ ﾚﾝ 京都府 M
296 千葉 直樹 チバ ナオキ ⼤阪府 M
297 千葉 祐輔 チバ ユウスケ 兵庫県 M
298 佃 裕次 ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ⼤阪府 M
299 辻 和秀 ツジ カズヒデ 奈良県 M
300 辻 紘平 ツジ コウヘイ ⼤阪府 M
301 辻 丈介 ﾂｼﾞ ｼﾞｮｳｽｹ 兵庫県 M
302 辻 俊之 ﾂｼﾞ ﾄｼﾕｷ ⼤阪府 M
303 辻 英資 ﾂｼﾞ ﾋﾃﾞｼ 京都府 M
304 辻 秀政 ﾂｼﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ ⼤阪府 M
305 辻浦 正志 ﾂｼﾞｳﾗ ﾏｻｼ 京都府 M
306 辻⽥ 嘉次 ツジタ ヨシツグ 滋賀県 M
307 津⽥ 徹 ﾂﾀﾞ ﾄｵﾙ 兵庫県 M
308 津⽥ 裕久 ツダ ヒロヒサ ⼤阪府 M
309 槌⽥ 雄三 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ ⼤阪府 M
310 筒井 朋伸 ﾂﾂｲ ﾄﾓﾉﾌﾞ ⼤阪府 M
311 堤 正範 ﾂﾂﾐ ﾏｻﾉﾘ 福井県 M



312 恒遠 幸多加 ﾂﾈﾄｳ ﾕｷﾀｶ 兵庫県 M
313 坪倉 正明 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾏｻｱｷ 京都府 M
314 坪⽥ 敦⾄ ﾂﾎﾞﾀ ｱﾂｼ 兵庫県 M
315 寺﨑 智史 テラサキ サトシ 京都府 M
316 寺⽥ 周⼆ テラダ シュウジ 兵庫県 M
317 東澤 翔太 とうざわしょうた ⼤阪府 M
318 時岡 暁 ﾄｷｵｶ ｱｷﾗ 兵庫県 M
319 徳⼭ 義之 ﾄｸﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 京都府 M
320 栃原 健 ﾄﾁﾊﾗ ｹﾝ ⼤阪府 M
321 ⼑根 ⽂次郎 トネ ブンジロウ ⼤阪府 M
322 ⼟肥 昌隆 ﾄﾋ ﾖｼﾀｶ ⼤阪府 M
323 冨⽥ 仁 トミタ ヒトシ 滋賀県 M
324 富⽥ 正和 ﾄﾐﾀ ﾏｻｶｽﾞ 京都府 M
325 冨塚 ⼤輔 トミヅカ ダイスケ 滋賀県 M
326 豊島 建治 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝｼﾞ 京都府 M
327 豊⽥ 悦詩 ﾄﾖﾀﾞ ｴﾂｼ 京都府 M
328 内藤 ⼀茂 ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞｼｹﾞ 京都府 M
329 内藤 ⼀真 ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 京都府 M
330 中井 正⼈ ﾅｶｲ ﾏｻﾄ ⼤阪府 M
331 仲江 和晃 ナカエ カズアキ 京都府 M
332 中尾 朋之 ナカオ トモユキ 京都府 M
333 ⻑尾 介貴 ﾅｶﾞｵ ﾖｼﾀｶ 愛知県 M
334 ⻑尾 典政 ﾅｶﾞｵ ﾖｼﾏｻ 兵庫県 M
335 中澤 匡志 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻｼ 京都府 M
336 中路 正雄 ナカジ マサオ 京都府 M
337 永島 章⼆ ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ ⼤阪府 M
338 中島 剛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 京都府 M
339 中島 哲也 ナカジマ テツヤ 兵庫県 M
340 中島 美寧 ナカジマ ミネ 兵庫県 F
341 中須賀 幹彦 ﾅｶｽｶﾞ ﾓﾄﾋｺ 兵庫県 M
342 中瀬 嘉⼈ ナカセ ヨシト ⼤阪府 M
343 永⽥ 和美 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾐ ⼤阪府 F
344 中⽥ 学 ﾅｶﾀ ﾏﾅﾌﾞ 兵庫県 M
345 中⽥ 康城 ﾅｶﾀ ﾔｽｷ ⼤阪府 M
346 中⾕ 俊聖 ﾅｶﾀﾆ ﾄｼｷﾖ ⼤阪府 M
347 中⻄ 武徳 ﾅｶﾆｼ ﾀｹﾉﾘ 愛知県 M
348 中根 成寿 ﾅｶﾈ ﾅﾙﾋｻ 京都府 M
349 中野 景太 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ 神奈川県 M
350 中原 毅 ナカハラ タケシ 京都府 M



351 中原 梨絵 ﾅｶﾊﾗ ﾘｴ ⼤阪府 F
352 中村 憲太郎 ナカムラ ケンタロウ 京都府 M
353 中村 晃輔 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｽｹ 京都府 M
354 中村 順⼀ ナカムラ ジュンイチ 兵庫県 M
355 夏原 貴代美 ﾅﾂﾊﾗ ｷﾖﾐ 京都府 F
356 七間 英治郎 ﾅﾅﾏ ｴｲｼﾞﾛｳ 京都府 M
357 奈良 匡訓 ﾅﾗ ﾏｻﾉﾘ 滋賀県 M
358 新後 研⼆ ﾆｲｺﾞ ｹﾝｼﾞ ⼤阪府 M
359 新⾒ 建⼈ ニイミ ケント ⼤阪府 M
360 ⻄尾 将志 ﾆｼｵ  ﾏｻｼ 愛知県 M
361 ⻄尾 知⼀ ニシオ トモカズ 兵庫県 M
362 ⻄尾 秀樹 ニシオ ヒデキ 兵庫県 M
363 ⻄川 貴秀 ニシカワ タカヒデ 兵庫県 M
364 ⻄⽥ 明美 ﾆｼﾀﾞ ｱｹﾐ 滋賀県 F
365 ⻄⽥ 憲司 ニシダ ケンジ 京都府 M
366 ⻄⽥ 耕⼀ ニシダ コウイチ ⼤阪府 M
367 ⻄⽥ 朋弘 ニシダ トモヒロ 兵庫県 M
368 ⻄端 直樹 ニシバタ ナオキ 京都府 M
369 ⻄原 久美⼦ ニシハラ クミコ 京都府 F
370 ⻄原 陽介 ﾆｼﾊﾗ ﾖｳｽｹ 兵庫県 M
371 ⻄村 博 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 愛知県 M
372 ⻄⼭ 貴之 ﾆｼﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 兵庫県 M
373 ⻄⼭ 直樹 ﾆｼﾔﾏ ﾅｵｷ 兵庫県 M
374 納庄 正明 ﾉｳｼｮｳ ﾏｻｱｷ 兵庫県 M
375 野⽥ 知宏 ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 M
376 野村 和広 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 京都府 M
377 野村 進⼀ ﾉﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 M
378 法常 博 ﾉﾘﾂﾈ ﾋﾛｼ ⼤阪府 M
379 萩原 祥⾏ ハギワラ ヨシユキ 滋賀県 M
380 初⿅野 真澄 ハジカノ マスミ 奈良県 F
381 橋本 和彦 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 奈良県 M
382 橋本 健次 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ⼤阪府 M
383 ⻑⾕ 良則 ﾊｾ ﾖｼﾉﾘ 兵庫県 M
384 ⻑⾕川 真 ハセガワ マコト 京都府 M
385 秦 健司 ﾊﾀ ｹﾝｼﾞ 京都府 M
386 波⽥ 慎太郎 ﾊﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 京都府 M
387 畑 ⽂隆 ハタ フミタカ 兵庫県 M
388 畠中 浩孝 ハタケナカ ヒロタカ ⼤阪府 M
389 畑⽥ 記秀 ハタダノリヒデ 兵庫県 M



390 畑中 康寛 ﾊﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 京都府 M
391 服部 篤史 ﾊｯﾄﾘ ｱﾂｼ 京都府 M
392 服部 藤⾼ ﾊﾂﾄﾘ ﾌｼﾞﾀｶ 愛知県 M
393 服部 将之 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾕｷ 奈良県 M
394 花畑 久仁浩 ﾊﾅﾊﾞﾀ ｸﾆﾋﾛ 京都府 M
395 花⾕ ⼀⽣ ハナヤ カズオ 滋賀県 M
396 ⾺場 剛志 ババ タケシ 京都府 M
397 ⾺場 俊郎 ﾊﾞﾊﾞ ﾄｼﾛｳ 京都府 M
398 ⼟⽣⽥ 正樹 ハブタ マサキ 兵庫県 M
399 浜崎 真凛 ﾊﾏｻｷ ﾏﾘﾝ ⼤阪府 F
400 濱⽥ 昭⼀ ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 京都府 M
401 浜⽥ 敏寛 ﾊﾏﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 京都府 M
402 濱本 浩 ﾊﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ ⼤阪府 M
403 林 武弘 ﾊﾔｼ ﾀｹﾋﾛ ⼤阪府 M
404 林 英晴 ハヤシ ヒデハル 京都府 M
405 林 政貴 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 愛知県 M
406 林 正直 ﾊﾔｼ ﾏｻﾅｵ 京都府 M
407 林⽥ 貴美⼦ ﾊﾔｼﾀﾞ ｷﾐｺ 京都府 F
408 原⽥ ⻯也 ハラダ タツヤ 三重県 M
409 稗島 智浩 ヒエジマ トモヒロ 兵庫県 M
410 東 雄⼀郎 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 和歌⼭県 M
411 樋⼝ 武久 ﾋｸﾞﾁ ﾀｹﾋｻ 愛知県 M
412 樋⼝ 貢 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂｸﾞ ⼤阪府 M
413 樋野 満 ﾋﾉ ﾐﾂﾙ ⼤阪府 M
414 姫野 聡宏 ﾋﾒﾉ ﾄｼﾋﾛ 兵庫県 M
415 兵頭 修⼆ ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ 京都府 M
416 平林 ⿓太郎 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ ⼤阪府 M
417 廣岡 昇 ヒロオカ ノボル 滋賀県 M
418 廣川 ひろ⼦ ﾋﾛｶﾜ ﾋﾛｺ ⼤阪府 F
419 廣川 了 ﾋﾛｶﾜ ﾘｮｳ ⼤阪府 M
420 廣島 康郁 ﾋﾛｼﾏ ﾔｽﾌﾐ 兵庫県 M
421 廣瀬 健志 ﾋﾛｾ ﾀｹｼ 兵庫県 M
422 廣森 潤⼀ ヒロモリ ジュンイチ ⼤阪府 M
423 福井 ⼀弥 ﾌｸｲ ｶｽﾞﾔ 兵庫県 M
424 福井 敬⼀ ﾌｸｲ ｹｲｲﾁ 京都府 M
425 福崎 陽 ﾌｸｻﾞｷ ｱｷﾗ 兵庫県 M
426 福代 漢 フクシロ カン 京都府 M
427 福代 千穂 フクシロ チホ 京都府 F
428 福⻄ 聖⽂ ﾌｸﾆｼ ｷﾖﾌﾐ 兵庫県 M



429 福本 和⼈ ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞﾄ 兵庫県 M
430 福元 秀峰 ﾌｸﾓﾄ ｼｭｳﾎｳ 和歌⼭県 M
431 福⼭ 賢司 フクヤマ ケンジ 兵庫県 M
432 藤井 聖 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ ⾹川県 M
433 藤井 巧 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾐ 京都府 M
434 藤井 将史 ﾌｼﾞｲ ﾏｻｼ 愛知県 M
435 藤⽊ 健裕 ﾌｼﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 京都府 M
436 冨⼠⽥ 英治 ﾌｼﾞﾀ ｴｲｼﾞ 兵庫県 M
437 藤⽥ 和成 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 兵庫県 M
438 藤⽥ 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 滋賀県 M
439 藤⽥ 早⼈ ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ 京都府 M
440 藤⽥ 均 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾄｼ 京都府 M
441 藤⽥ 基 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾄｷ 兵庫県 M
442 藤⽥ 吉輝 フジタ ヨシテル ⼤阪府 M
443 藤丸 周⼀郎 フジマル シュウイチロウ ⼤阪府 M
444 藤本 健⼆ フジモト ケンジ ⼤阪府 M
445 藤本 重⼀ ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｹﾞｲﾁ 兵庫県 M
446 藤本 仁志 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾄｼ 京都府 M
447 ⼆若 忠廣 フタワカ タダヒロ 岡⼭県 M
448 ⽂倉 慎太郎 ﾌﾐｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 茨城県 M
449 古⽥ 司 フルタ ツカサ 京都府 M
450 古髙 俊彦 ﾌﾙﾀｶ ﾄｼﾋｺ 滋賀県 M
451 古⾕ 広志 ﾌﾙﾀﾆ ﾋﾛｼ 兵庫県 M
452 古⽶ 達治 ﾌﾙﾏｲ ﾀﾂｼﾞ 兵庫県 M
453 保坂 吉宣 ﾎｻｶ ﾖｼﾉﾘ ⽯川県 M
454 細井 隆 ﾎｿｲ ﾀｶｼ 京都府 M
455 細⽥ 悦克 ﾎｿﾀﾞ ﾖｼｶﾂ 兵庫県 M
456 堀 伸幸 ﾎﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ 福井県 M
457 堀 靖英 ﾎﾘ ﾔｽﾋﾃﾞ 三重県 M
458 堀内 峰 ﾎﾘｳﾁ ﾀｶｼ ⼤阪府 M
459 堀江 つかさ ﾎﾘｴ ﾂｶｻ 京都府 F
460 堀江 廣 ﾎﾘｴ ﾋﾛｼ 京都府 M
461 本⽥ 茂俊 ﾎﾝﾀﾞ ｼｹﾞﾄｼ 京都府 M
462 本多 淳也 ホンダ ジュンヤ 京都府 M
463 本⽥ 威 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹﾙ 兵庫県 M
464 前⽥ 崇⼀郎 ﾏｴﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 京都府 M
465 前⽥ 俊雄 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｵ 兵庫県 M
466 前⽥ 浩志 マエダ ヒロシ ⼤阪府 M
467 前⽥ 充貴 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 京都府 M



468 前⽥ 義範 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ ⼤阪府 M
469 前⽥ 芳久 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 京都府 M
470 真狩 晃⽣ ﾏｶﾘ ｺｳｾｲ 兵庫県 M
471 牧野 ⾥志 ﾏｷﾉ ｻﾄｼ ⼤阪府 M
472 増⽥ 貴光 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾐﾂ 京都府 M
473 ⼜野 健⼆ ﾏﾀﾉ ｹﾝｼﾞ 奈良県 M
474 松井 勝彦 ﾏﾂｲ ｶﾂﾋｺ ⼤阪府 M
475 松井 崇好 ﾏﾂｲ ﾀｶﾖｼ 兵庫県 M
476 松江 善信 ﾏﾂｴ ﾖｼﾉﾌﾞ 京都府 M
477 松尾 岩翁 ﾏﾂｵ ｲﾜｵ 奈良県 M
478 松岡 弘⼆ マツオカ コウジ 兵庫県 M
479 松岡 千陽 マツオカ チハル 徳島県 F
480 松下 靖弘 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾋﾛ ⼤阪府 M
481 松苗 進也 マツナエ シンヤ 京都府 M
482 松永 直樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅｵｷ 兵庫県 M
483 松村 尚 マツムラ ナオ 京都府 F
484 松元 健冶 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 兵庫県 M
485 松本 茂樹 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞｷ 兵庫県 M
486 松本 ⼤悟 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 兵庫県 M
487 松本 知也 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ 兵庫県 M
488 松本 祐 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 兵庫県 M
489 松⼭ 公⼀ ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｲﾁ 京都府 M
490 真⼸ ⼒ マユミ チカラ 三重県 M
491 圓尾 ⼤次郎 マルオ ダイジロウ 兵庫県 M
492 丸⽑ あゆみ マルモ アユミ 京都府 F
493 丸⼭ 和⼰ ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾐ 岡⼭県 M
494 ⾺渡 功⼀ ﾏﾜﾀﾘ ｺｳｲﾁ 京都府 M
495 萬代 直洋 ﾏﾝﾀﾞｲ ﾅｵﾋﾛ ⼤阪府 M
496 萬代 ゆかり ﾏﾝﾀﾞｲ ﾕｶﾘ ⼤阪府 F
497 三浦 ⼤空 ﾐｳﾗ ｿﾗ 京都府 M
498 三浦 司 ﾐｳﾗ ﾂｶｻ 京都府 M
499 三浦 宏紀 ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ 京都府 M
500 ⽔⼝ 秀和 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 京都府 M
501 道廣 智希 ミチヒロ トモキ ⼤阪府 M
502 満⽥ 和男 ﾐﾂﾀﾞ ｶｽﾞｵ 兵庫県 M
503 三橋 実 ﾐﾂﾊｼ ﾐﾉﾙ ⼤阪府 M
504 南野 良⼆ ミナミノ リョウジ ⼤阪府 M
505 美濃 博 ﾐﾉ ﾋﾛｼ 京都府 M
506 宮垣 喜⼈ ﾐﾔｶﾞｷ ﾖｼﾋﾄ 京都府 M



507 宮川 美和 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐﾜ 滋賀県 F
508 三宅 利夫 ミヤケ トシオ 奈良県 M
509 宮越 英和 ﾐﾔｺﾞｴ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知県 M
510 宮越 勝久 ﾐﾔｺｼ ｶﾂﾋｻ 新潟県 M
511 宮崎 浩平 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 京都府 M
512 宮崎 達也 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 京都府 M
513 宮崎 雅貴 ミヤザキ マサキ 京都府 M
514 宮崎 真由美 ミヤザキ マユミ 京都府 F
515 宮崎 祐⼦ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｺ 京都府 F
516 宮⾥ 将 ﾐﾔｻﾞﾄ ｼｮｳ 兵庫県 M
517 宮⽥ 隼輔 ﾐﾔﾀ ｼｭﾝｽｹ ⾹川県 M
518 宮⽥ 亮 ミヤタ リョウ 京都府 M
519 三吉 愛華 ﾐﾖｼ ｱｲｶ ⼤阪府 F
520 武藤 凪颯 ﾑﾄｳ ﾅｷﾞｻ 京都府 M
521 武藤 陽⼦ ﾑﾄｳ ﾖｳｺ 京都府 F
522 武藤 洋平 ﾑﾄｳ ﾖｳﾍｲ 京都府 M
523 村井 義明 ﾑﾗｲ ﾖｼｱｷ 京都府 M
524 村岡 正彦 ﾑﾗｵｶ  ﾏｻﾋｺ 京都府 M
525 村上 雅也 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 京都府 M
526 村⽊ 康男 ムラキ ヤスオ ⼤阪府 M
527 村⽥ 章徳 ﾑﾗﾀ ｱｷﾉﾘ 京都府 M
528 村⽥ 泉太郎 ムラタ センタロウ 京都府 M
529 村⽥ 峰⽣ ﾑﾗﾀ ﾐﾈｵ ⼤阪府 M
530 村⻄ 貴⽂ ﾑﾗﾆｼ ﾀｶﾌﾐ ⽯川県 M
531 村⼭ 泰亮 ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽｱｷ 愛知県 M
532 無量井 健嗣 ﾑﾘｮｳｲ ｹﾝｼﾞ 奈良県 M
533 飯井 達也 ﾒｼｲ ﾀﾂﾔ ⼤阪府 M
534 飯井 達也 メシイ タツヤ ⼤阪府 M
535 元井 和彦 ﾓﾄｲ ｶｽﾞﾋｺ 京都府 M
536 森 利⽂ モリ トシフミ 兵庫県 M
537 森 由紀夫 ﾓﾘ ﾕｷｵ ⼤阪府 M
538 森 遼⼀ モリ リョウイチ ⼤阪府 M
539 森垣 博司 モリガキ ヒロシ 兵庫県 M
540 森⼝ 靖弘 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県 M
541 森⽥ 秀昭 ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞｱｷ ⼤阪府 M
542 ⼋⽊ ショウタ ﾔｷﾞ ｼｮｳﾀ 京都府 M
543 ⼋島 公⼀郎 ﾔｼﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 滋賀県 M
544 保⽥ 健⼆ ヤスタ ケンジ ⼤阪府 M
545 安中 菜摘 ﾔｽﾅｶ ﾅﾂﾐ 兵庫県 F



546 弥⽥ 裕 ﾔﾀﾞ ﾕﾀｶ 京都府 M
547 ⽮野 雅⼠ ﾔﾉ ﾏｻﾋﾄ ⼤阪府 M
548 養⽗ 孝昭 ﾔﾌﾞ ﾀｶｱｷ 京都府 M
549 ⼭内 ⼀⼈ ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾋﾄ 兵庫県 M
550 ⼭内 智之 ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓﾕｷ 滋賀県 M
551 ⼭⼝ 絢⼦ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔｺ 京都府 F
552 ⼭⼝ 勝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 京都府 M
553 ⼭崎 近浩 ﾔﾏｻｷ ﾁｶﾋﾛ 京都府 M
554 ⼭崎 亮介 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 兵庫県 M
555 ⼭下 和也 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 兵庫県 M
556 ⼭下 貴幸 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾕｷ 兵庫県 M
557 ⼭下 秀和 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知県 M
558 ⼭⽥ 佳代⼦ ヤマダ カヨコ 滋賀県 F
559 ⼭⽥ 幸平 ヤマダ コウヘイ 京都府 M
560 ⼭⽥ 修司 ヤマダ シュウジ 京都府 M
561 ⼭⽥ 純平 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ⼤阪府 M
562 ⼭⽥ 貴志 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ ⼤阪府 M
563 ⼭⽥ 雄宗 ヤマダ タケヒロ 兵庫県 M
564 ⼭⽥ 雄太 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ ⼤阪府 M
565 ⼭⾕ 早苗 ﾔﾏﾀﾆ ｻﾅｴ ⼤阪府 F
566 ⼭中 隆昭 ヤマナカ タカアキ ⼤阪府 M
567 ⼭中 寛正 ヤマナカ ヒロマサ 奈良県 M
568 ⼭根 寿志 ヤマネ ヒサシ 京都府 M
569 ⼭野 福美 ヤマノ フクミ ⼤阪府 F
570 ⼭本 瑛⼤ ヤマモト アキヒロ 京都府 M
571 ⼭本 浩⽣ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 京都府 M
572 ⼭本 俊秀 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾃﾞ 兵庫県 M
573 ⼭本 直⼦ ヤマモト ナオコ 京都府 F
574 ⼭本 真知⼦ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾁｺ 滋賀県 F
575 ⼭本 勇気 ヤマモト ユウキ ⼤阪府 M
576 ⼭本 由⾹ ヤマモト ユカ 兵庫県 F
577 ⼭盛 康雄 ﾔﾏﾓﾘ ﾔｽｵ 京都府 M
578 湯浅 真⼀ ﾕｱｻ ｼﾝｲﾁ ⼤阪府 M
579 湯浅 良樹 ﾕｱｻ ﾖｼｷ 滋賀県 M
580 ⾏定 弘式 ユキサダ ヒロノリ ⼤阪府 M
581 吉川 明 ﾖｼｶﾜ ｱｷﾗ 滋賀県 M
582 吉⽥ 絵美⼦ ﾖｼﾀﾞ ｴﾐｺ 福井県 F
583 吉⽥ 宏⼀ ヨシダ コウイチ ⼤阪府 M
584 吉⽥ 勝⼀ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ ⼤阪府 M



585 吉⽥ 庄吾 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 京都府 M
586 吉⽥ 智裕 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ⼤阪府 M
587 吉⽥ まなみ ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ ⼤阪府 F
588 吉村 徳彦 ヨシムラ ナルヒコ 京都府 M
589 吉村 充弘 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 京都府 M
590 吉本 美紀 ヨシモト ミノリ ⼤阪府 F
591 吉森 圭太 ヨシモリ ケイタ ⼤阪府 M
592 ⽶⽥ 研司 ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 福井県 M
593 若代 健 ﾜｶｼﾛ ﾀｹｼ ⼤阪府 M
594 脇 郁夫 ワキ イクオ 兵庫県 M
595 和⽥ 光夫 ﾜﾀﾞ ﾐﾂｵ 京都府 M
596 渡⼝ 眞⼆ ﾜﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 和歌⼭県 M
597 渡辺 和英 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 奈良県 M
598 渡邊 浩正 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾏｻ ⼤阪府 M


