
ＮＯ 種　別 種目 氏　　名 勤務先・学校名・所属等 学年 現住所

1 監督 築山　由美 草津市立老上小学校（教員） 草津市

2 選手 時國　隼輔 同志社大学 2 草津市

3 選手 髙山　邦彦 京都看護大学 4 大津市

4 監督 小宮山　敦子 滋賀県立草津高等学校（教員） 野洲市

5 選手 安原　綾菜 関西大学 3 草津市

6 選手 蜂谷　朝咲 龍谷大学 2 大津市

1 監督 吉永　裕 華頂女子中学高等学校（教員） 大津市

2 選手 粟屋　晋太郎 JR西日本不動産開発株式会社 大津市

3 選手 岸本　直弥 立命館大学 1 大津市

4 選手 木村　成那 公益財団法人滋賀県体育協会 大津市

5 選手 須佐見　幸広 同志社大学 2 栗東市

6 選手 目片　友一 関西大学 1 大津市

7 監督 前田　豊 岐阜県警察 大津市

8 選手 貴志　洸祐 光泉中学校 3 草津市

9 監督 森　滋彦 大津市立瀬田東小学校（教員） 大津市

10 選手 岩間　瞳 滋賀県立東大津高等学校 1 栗東市

1 監督 城川　崇 大阪市消防局 大津市

2 選手 古川　陽平 東レエンジニアリング株式会社 大津市

3 選手 折原　義彦 公益財団法人滋賀県体育協会 守山市

4 選手 石川　大介 立命館大学 草津市

5 選手 松本　逸輝 サイボウズ株式会社 東京都文京区

6 選手 信楽　幸大 日本体育大学 2 神奈川県横浜市

7 選手 湯浅　凱人 学習院大学 2 東京都中野区

8 選手 赤嵜　孔明 関西学院大学 3 兵庫県西宮市

9 選手 今井　健一朗 同志社大学 2 大津市

10 選手 渡邊　匠 関西学院大学 2 兵庫県西宮市

11 選手 小菅　凌 立命館大学 4 草津市

12 選手 中田　翔洋 立命館大学 1 草津市

13 選手 矢吹　大 立命館大学 3 草津市

14 選手 佐藤　佑斗 立命館大学 3 草津市

15 選手 古田　鴻之介 関西学院大学 1 兵庫県西宮市

16 選手 小田　悠斗 関西学院大学 1 兵庫県西宮市

17 選手 堤　雄哉 関西学院大学 1 兵庫県西宮市

18 監督 山田　幸伸 光泉高等学校（教員） 京都府京都市

19 選手 飯田　詩音 光泉高等学校 3 草津市

20 選手 清原　孝太 光泉高等学校 3 草津市

21 選手 金井　千太郎 光泉高等学校 3 兵庫県神戸市

22 選手 薄　渓一郎 光泉高等学校 3 大津市

23 選手 辻　　幹太 光泉高等学校 3 草津市

24 選手 渡邉　大納 光泉高等学校 3 草津市

25 選手 カサリ　ビヨール 光泉高等学校 3 京都府京都市

26 選手 岡峯　　悠 光泉高等学校 2 大津市

27 選手 藤本　誉生 光泉高等学校 2 京都府京都市

28 選手 福井　健太郎 光泉高等学校 2 守山市

29 選手 茶木　陽成 光泉高等学校 2 大津市

30 選手 江藤　一学 光泉高等学校 2 京都府京都市

31 選手 粂田　彪吾 光泉高等学校 2 大津市

32 男子 能祖　翔夢 光泉高等学校 2 草津市

33 選手 田中　裕人 光泉高等学校 1 大津市

34 選手 西村　颯馬 光泉高等学校 1 草津市
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