
NO. 氏名 所属 NO. 氏名 所属 NO. 氏名 所属

1 梅澤　佑生 総合人間学部 37 瀧脇　迪哲 理学部 73 大場　智貴 工学部

2 恵上　博厳 総合人間学部 38 丹治　史哉 理学部 74 岡田　成広史 工学部

3 王　凌傲 総合人間学部 39 塚本　博丈 理学部 75 木村　尚志 工学部

4 大谷　悠斗 総合人間学部 40 藤津　尚仁 理学部 76 草山　蒼波 工学部

5 後藤　岳 総合人間学部 41 堀内　厚志 理学部 77 香西　哲武 工学部

6 寺坂　朋恵 総合人間学部 42 横井　雅範 理学部 78 菰池　真実 工学部

7 永岡　孝将 総合人間学部 43 若月　大暉 理学部 79 酒井　良佑 工学部

8 池山　航一郎 法学部 44 伊藤　海希 農学部 80 巽　一巧 工学部

9 伊集　葉留花 法学部 45 上田　朝日 農学部 81 立石　萌 工学部

10 大石　悠太郎 法学部 46 岡村　花音 農学部 82 中江　駿哉 工学部

11 気賀　優太 法学部 47 小田　蓮乃 農学部 83 中口　風斗 工学部

12 古閑　喜周 法学部 48 迫野　眞大 農学部 84 橋本　知己 工学部

13 佐々木　和也 法学部 49 佐藤　亮太 農学部 85 林　遼一 工学部

14 高田　歩 法学部 50 佐野　颯人 農学部 86 福井　開 工学部

15 田村　悠生 法学部 51 塚本　麻衣 農学部 87 福田　瑞起 工学部

16 千吉良　侑紀 法学部 52 中谷　優花 農学部 88 堀内　雅 工学部

17 永富　康暉 法学部 53 野々山　祥平 農学部 89 宮本　春輝 工学部

18 村上　未桜 法学部 54 真柴　誠 農学部 90 村松　遼太郎 工学部

19 石川　和樹 経済学部 55 加地　隆真 医学部 91 村山　健太 工学部

20 梅田　恭 経済学部 56 鴨下　遥希 医学部 92 米山　慧 工学部

21 上村　雄二郎 経済学部 57 倉地　菜央 医学部 93 佐藤　大介 京都大学職員組合　　

22 竹下　玲治 経済学部 58 佐藤　湧 医学部 94 上谷　れい子 その他

23 千葉　玲旺 経済学部 59 谷口　林太郎 医学部 95

24 吉田　匠 経済学部 60 辻井　秀明 医学部 96

25 蓙谷　真弥 文学部 61 三輪　海愛 医学部 97

26 坂本　陽太 文学部 62 太田　優恵 薬学部 98

27 西村　陽菜 文学部 63 中島　嵩文 薬学部 99

28 堀川　拓真 文学部 64 蜷川　優希 薬学部 100

29 溝上　尚太 文学部 65 野口　拓馬 薬学部 101

30 足立　龍誠 教育学部 66 秋山　友秀 工学部 102

31 和田　幸大 教育学部 67 有澤　太喜 工学部 103

32 足立　紘基 理学部 68 稲森　康太 工学部 104

33 角　祐大郎 理学部 69 井平　淳也 工学部 105

34 軽部　友裕 理学部 70 上松　真由 工学部 106

35 岸田　侑樹 理学部 71 采山　裕紀 工学部 107

36 澤入　美香 理学部 72 梅田　哲平 工学部

学生・その他選挙区（定数107名）


