
井上 智毅 安田 経一郎 居合 初途 池澤 侑史 岡田 修翔 稲田 遼太
翁長 佑誠 磯谷 瑛大 岡田 徹平 笛吹 大翔 窪田 健吾 岩本 侑季
川口 律 馬木 壮一朗 奥澤 吉平 太田 七海斗 島田 大悟 奥谷 亮生
正楽寺 志温 大江 哉真人 金谷 彪斗 梶谷 悠仁 新見 京士郎 上辻 泰雅
佃 健太朗 岡野 漸 草木 秀介 谷口 智哉 谷口 暖弥 神村 凛太朗
中江 耀 荻野 慈惇 塩野 峻也 中村 友哉 西村 友佑 川井 悠
中川 斗輝 田中 響希 四方 榮人 能勢 航 西村 琉生 北岡 隼人
中西 琉偉 田淵 羚嗣 新宮 遙斗 松岡 将太郎 橋本 一心 小阪 仁登
西村 康太郎 浪江 亮成 高橋 煌斗 山田 蓮真 松田 聖史 佐々木 康太郎
山岸 冴輔 福井 楽 長南 奏希 山本 唯翔 吉川 匠俐 髙居 竜乃介
山口 諒 森田 歩 御供 玲桜 鈴木 リオト 永田 滝
和田 虎之介 山上 瑛愛 山内 月然 田村 成 藤本 聖人
劉 俊杰 日下 和羽 西村 太陽 前島 未来人
本山 正敏 本射 正一
木村 大和 幸岡 奏汰
八木 和樹
上田 雄介
重永 陽太
速水 純一郎
レイドラー 光寿

池澤 智史 磯田 英輔 足立 知 上利 優心 荒田 伊央 今井 陽介
石倉 葉王 今田 幸之介 稲場 龍牙 大島 葉真 井上 蓮也 北岡 元貴
石田 暖光 小國 幹太朗 神内 直斗 小川 海斗 隈 歩望 北株 貫太
井手 巧海 小長谷 俊介 クイルビオ セドリックジョン 亀井 健史 坂口 隆之介 小林 勇翔
鬼塚 彩叶 加畑 伶 倉内　 柊太 清沢 光聖 杉本 翔太朗 谷口 雅
久保 晴熙 河原 匡乙 瀬崎 志音 内藤 風雅 砂川 昌之介 豊田 熙康
坂本 立輝 木村 優斗 高橋 海斗 平井 凌真 田中 羚太 西村 舞大
島田 奎汰 小森 葵生 野口 駿汰 福森 天 西川 修斗 藤井 亮太
新開 温矢 島貫 隼 土生田 大翔 冨士原 煌 西澤 樹希 山﨑 慶
髙久 凌聖 下田 怜旺 平川 隼也 向井 和輝 西村 俊輔 吉田 颯
田中 丈也 庄司 虎和 平和 世蓮 向井 慈恩 野中 弾天 小野 響平
中谷 優太 白數 拓人 藤井 一馬 渡部 陽輝 山岡 佑槙 杉村 虹
中西 哲太 髙橋 空翔 藤田 零 安達 福 山口 璃己 南路 己太郎
野呂 智宏 西川 蓮 槇原 壮咲 山田 大我 前 和成
上野 叶翔 畑中 玲 山﨑 翔太 吉田 樹生 小石 悠樹
内山 煌和 松下 南智 岩田 誠仁朗 岸田 侑大 堂本 真生
田中 夢大 山中 聖也 大島 歩人
東郷 然
西村 晴太
善山 莞太

京都府Ｕ１３男子

京都府Ｕ１４男子

京都市Ｕ１３男子丹後Ｕ１３男子

丹後Ｕ１４男子

中丹Ｕ１３男子

中丹Ｕ１４男子

口丹Ｕ１３男子

口丹Ｕ１４男子

山城Ｕ１３男子

山城Ｕ１４男子 京都市Ｕ１４男子


