
                    関西     滋賀大会           修正

時刻    氏名 所属 時刻    氏名 所属

       遠藤 匠真 阪大          落合 志保子       

       牧戸 悠生 伊勢志摩          半田 博子    吉備路

       古池 将樹 京大          落合 英那        

       安部 智晴 名大          加納 尚子 朱雀  

       稲岡 雄介 阪大          谷川 理恵        

       築地 孝和 朱雀         小林 璃衣紗青山学院大学

       南 吏玖 名大          出田 涼子 阪大   

       石山 良太            出田 裕子 神戸市

       森河 俊成 京大          村越 久子    吉備路

       片山 裕典    兵庫         坂田 雄一郎        

       松澤 俊行 浜松学院大学短期大学部         前川 一彦          

       田中 宏明 京都           谷垣 宣孝    兵庫

       岩城 大行 阪大           平沢 正紀        

       山本 明史 京大           大野 聡生 東海中学校

       藤原 考太郎東海中学校         篠原 英剛    兵庫

       七五三 碧 吶喊           小比賀 健司朱雀  

       片岡 勇仁 東海中学校         河合 利幸      

       西嶋 就平 名大           半田 太郎    吉備路

       前田 裕太 三河           小山 俊洋 朱雀  

       祖父江 有祐東海高校         稲田 旬哉         

       大林 俊彦 大阪           柴田 恭         

       谷野 文史 筑波大学         部         愛場 庸雅      

       片岡 佑太 阪大           瀬谷 全那 大阪   

       森清 星也 東海高校         横田 実     

       田代 雅之 静岡           宮崎 敦司  無所属 

       秋山 周平 大都会           中尾 明彦 明石市

       棚橋 一樹 名大           大岩 正裕 京都   

       大野 絢平 京大           牧戸 和之 伊勢志摩   

       田中 創 阪大           角岡 明 三河   

       徳地 研人 京大           中原 信一 大阪   

       緒方 空人 阪大           飛松 淳一      

       松下 睦生 京都           松橋 徳敏        

       菅谷 裕志                小野田 敦 京都   

       熊澤 拓飛 東海中学校         鹿野 勘次 岐阜   

       大江 恒男    兵庫         山本 博司   関東   

       近藤 吉史 阪大           佐藤 政明 大府市

       森 創之介 東海中学校         前田 春正     

       杉原 輝俊 茨城大学           福田 良雄    吉備路

        関野 賢二      
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時刻    氏名 所属 時刻    氏名 所属

        奥田 浩生            古田 尚輝 守山高校山岳部

        福井 陽貴 加西中学校       井上 万里菜滝中学

        小嶋 裕 大阪         西藤 遼 守山高校山岳部

        石田 亘宏 愛知         桐畑 嵩哉 膳所高校山岳班

        尾上 俊雄    兵庫       後藤 雄太 守山高校山岳部

        高橋 厚 多摩        玉木 林哉 膳所高校山岳班

        坂田 博子               藏見 昂平 守山高校山岳部

        大岩 博子 京都         佃 友斗 草津東高等学校

        小林 正子   関東       徳地 美晴 守山高校山岳部

        瀬谷 利花 大阪         冨田 昭則

        吉岡 康子    吉備路       加藤   守山高校山岳部

        山本 陽子   関東         米田 朝陽 膳所高校山岳班

        石田美代子 愛知         中川 陽介 守山高校山岳部

        芝聖子    兵庫       田中 草乃香草津東高等学校

      満田 壮晴 守山高校山岳部

      大伴 莞菜 草津東高等学校

      岡崎 麻佑 守山高校山岳部

      落合 美那        

      土岡 柊斗 守山高校山岳部

      南井 諒太 草津東高等学校

      七里 穂実 守山高校山岳部

      辻川 大智 膳所高校山岳班

      奥野 未依菜守山高校山岳部

      藤田 哲平 草津東高等学校

      寺井 巳央 守山高校山岳部

      木村 駿太 膳所高校山岳班

      中村 薫 守山高校山岳部

      桐山 慧 膳所高校山岳班

      森岡 悠生 守山高校山岳部

      北川 裕介 膳所高校山岳班

      山村 優香 守山高校山岳部

      安原 佑 草津東高等学校

      佐川 舞 守山高校山岳部

      小林 勇毅 膳所高校山岳班

      高橋 萌花 守山高校山岳部

      山元 和真 守山高校山岳部

      中尾 陽 草津東高等学校

      佐 木 春乃守山高校山岳部

      西川 日絋 守山高校山岳部

      竹内 文人 膳所高校山岳班

      柳生 莉子 守山高校山岳部

      芝塚 育大 膳所高校山岳班

      山出 翼 守山高校山岳部

      平野 文俊 膳所高校山岳班

      中川 巧 守山高校山岳部

      福井 美弦 滝中学

      茂篭 佑真 守山高校山岳部

      押谷 恵那 草津東高等学校

      田中 康暉 守山高校山岳部

      宮崎    膳所高校山岳班

      馬屋原 実南守山高校山岳部

      園部 裕人 膳所高校山岳班

      熊崎 陽介

      木村 真百合


