
1 ソーセージサラダ 森 佐々木 山根 出田 中川 村井

2 ほぼ95年会 吉信 掃部 高原 中村 濱名 井上

3 チームランディ 櫻田 石田 後藤 大和崎 小川 藤川

4 93年会(ボス龍之介) 家永 森 山田 不動 三浦 池田

5 週末大学生 田中 奥本 丸谷 杉田 小薮 下村

6 けゆててdチーム 安達 中澤 百濟 伊東 勝沼 辻之内

7 チーム増田 賀喜 福崎 勝村 井上 松本 大谷 西岡

8 チョコテック 山内 谷川 守屋 三浦 河邊 毛利

9 ゴーゴーゴリラ 寒川 池田 望月 黒川 藤本 西

10 京都府立大学（A） 船越 長谷川 寺沢 北出 長岡 仲田

11 京都府立大学（B） 柴田 福田 岡市 吹上 髙倉 大槻 西村

12 チームブロリー（A） 吉田 大西 児玉 中村 池田 天野

13 チームブロリー（B） 管原 徳田 高井 町田 寺下 上野

14 京都府庁 大伴理 大伴清 斎藤 西村 酒井 山田

15 Haruto 吉田 小山内 佐藤 木田 西浦 田代

16 テラモンズB 大江 林 寺本 浅野 山崎 ミッチェル

17 AWAGO 下新 木下 後藤 木村 渡部 松野

18 午前帰宅 荒添 藤田 大塚 小倉 緒方 大野

19 Rampage 林 廣川 平松 浦本 城野 武島

20 もときの集い（高校） 田中 多田 中島 中脇 植田 小結

21 Forme（A） 浦田 槙尾 早川 足立 藤田 大西

22 Forme（B） 中島 是澤 高林 稲原 山中 濱田

23 安土クラブ（高校） 髙谷 保田 竹内 酒井 竹村 中村

24 りんご 中尾 坂元 植田 下野 八木 石村

25 チームゆたか 岡田 福原 髙橋 坪井 進 天堤

26 HUOB 松田 杉本 柴田 間野 福島 北

27 北区 田中 奥重 石井 岡野 山口 氷上

28 ウボンゴ3D 岩浅 川角 三木 長谷川 池上 畠山 高内

29 Leap 有川 横山 吉見 西本 岸本 徳備

30 FTクラブ 福永 東 木村 田村 駒井 岡田

31 ココア（A） 石本 崎平（よ） 新宅 花尻 寺田 田邊 崎平（な）

32 ココア（B） 小島 野坂 日高 岡崎 山口 大城

33 玉分チャンネル 山上 岡野 野田 廣谷 辻本 玉分

34 Loveどっきゅん 河野 向井 小久保 中嶋 今井 前

35 昌志 玉井 田中 藤井 泥谷 植田 武田 梶川

36 エイチクラブ 大場 松村 田村 和田 山崎 鈴木 山口

37 パルム 澤田 秋吉 渡辺 石榑 川瀬 永田 奥村

38 華の93年会 村上 櫨山 川尻 城村 大山 永松

39 THE HORSE FACE 斎藤 西谷 松本 栃川 西谷 浅野

40 シュパース 中野 田中 日野 中川 髙橋 松本

41 Copain（コパン） 六波羅 服部 大津 城山 大川 冨永

42 FTクラブ 福永 東 大和崎 川畑 足立 一口
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