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氏　　　名 ヨミガナ 所　属　名 所属名ヨミガナ ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
1組

田村　　元 ﾀﾑﾗ ｹﾞﾝ 埼玉大 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ
小島章太郎 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
坂　　亮太 ｻｶ ﾘｮｳﾀ 埼玉大 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ

2組
大橋　拓実 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾐ 香川大 ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ
岩瀬健太郎 ｲﾜｾ ｹﾝﾀﾛｳ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
松浦　周介 ﾏﾂｳﾗ ｼｭｳｽｹ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
戸田　貴文 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
村田　健太 ﾑﾗﾀ ｹﾝﾀ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
伊藤　将大 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
松村　　慎 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
末永　崇之 ｽｴﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ

3組 田中　小鉄 ﾀﾅｶ ｺﾃﾂ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ
斉藤　真也 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾔ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
村崎　　光 ﾑﾗｻﾞｷ ﾋｶﾙ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
小谷　泰平 ｺﾀﾆ ﾀｲﾍｲ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
有馬　佑貴 ｱﾘﾏ ﾕｳｷ 岩手大 ｲﾜﾃﾀﾞｲ
千秋　勝載 ﾁｱｷ ﾏｻﾄｼ 首都大 ｼｭﾄﾀﾞｲ
吉武　義将 ﾖｼﾀｹ ﾖｼﾏｻ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
岩淵　靖幸 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾔｽﾕｷ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ
駒宮　芳明 ｺﾏﾐﾔ ﾖｼｱｷ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
瀧脇　朋也 ﾀｷﾜｷ ﾄﾓﾔ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ

4組 青木　達矢 ｱｵｷ ﾀﾂﾔ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
橋本　昌昂 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
前澤　制覇 ﾏｴｻﾞﾜ ｾｲﾊ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
鈴木　陽太 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
後藤　孝輔 ｺﾞﾄｳ ｺｳｽｹ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
野坂　祐介 ﾉｻｶ ﾕｳｽｹ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
下田　康介 ｼﾓﾀﾞ ｺｳｽｹ 熊本大 ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ
田口　一暁 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞｱｷ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
徳永　貴之 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
相馬　光陽 ｿｳﾏ ｺｳﾖｳ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ

5組 北野　生薫 ｷﾀﾉ ﾀｶｼｹﾞ 鳥取大 ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲ
横田　堯大 ﾖｺﾀ ﾀｶﾋﾛ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
松尾慎太郎 ﾏﾂｵ ｼﾝﾀﾛｳ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
井上　智博 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
長堀　一輝 ﾅｶﾞﾎﾘ ｶｽﾞｷ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
稲垣　智哉 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾔ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
今若　　嵩 ｲﾏﾜｶ ﾀｶｼ 福岡教育大 ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ
為谷　勝太 ﾀﾒﾔ ｼｮｳﾀ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ
屋良　充慶 ﾔﾗ ﾐﾂﾉﾘ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
斎藤　自快 ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｶ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
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9 学九州 736 大1

10 学関東 65 大2

7 学九州 593 大2

8 学関東 5 大1

5 学中部 267 大4

6 学中国 490 大2

3 学関西 321 大2

4 学九州 698 大3

1 学中国 543 大4

2 学関西 390 大3

9 学関西 393 大2

10 学関東 66 大3

7 学九州 622 大4

8 学中国 515 大3

5 学中国 496 大2

6 学中部 268 大4

3 学関東 135 大2

4 学中部 250 大1

1 学関西 355 大3

2 学関西 370 大1

9 学中部 195 大3

10 学中国 522 大2

7 学関東 126 大4

8 学北部 761 大4

5 学北部 801 大3

6 学関東 48 大3

3 学中国 454 大3

4 学関東 110 大1

1 学北部 811 大4

2 学関東 76 大1

9 学北部 766 大2

10

7 学中部 245 大3

8 学中部 248 大2

5 学中部 194 大2

6 学中国 461 大1

3 学中部 191 大3

4 学関西 328 大1

1

2 学中国 539 大2

9

10

7

8

5 学関東 111 大1

6 学関東 35 大4

3

4 学関東 36 大3

1

2
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氏　　　名 ヨミガナ 所　属　名 所属名ヨミガナ ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
6組 寺田　　翼 ﾃﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 滋賀大 ｼｶﾞﾀﾞｲ

岡広　　駿 ｵｶﾋﾛ ｼｭﾝ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
矢田　五郎 ﾔﾀﾞ ｺﾞﾛｳ 名古屋大 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ
間島滉一郎 ﾏｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 名古屋大 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ
戸田　喬介 ﾄﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 和歌山大 ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ
吉川　貴輝 ｷｯｶﾜ ﾀｶｷ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
玉川　智嗣 ﾀﾏｶﾞﾜ ｻﾄｼ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
戸口　宗尚 ﾄｸﾞﾁ ﾑﾈﾋｻ 徳島大 ﾄｸｼﾏﾀﾞｲ
梶田　暁登 ｶｼﾞﾀ ｱｷﾄ 名古屋大 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ
松永　大誠 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ

7組 祐松　俊紀 ｽｹﾏﾂ ﾄｼｷ 横浜国立大 ﾖｺｺｸﾀﾞｲ
小坂　城司 ｺｻｶ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
乗次　太陽 ﾉﾘﾂｸﾞ ﾀｲﾖｳ 静岡大 ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ
海谷　優介 ｶｲﾔ ﾕｳｽｹ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
鷲野　壮平 ﾜｼﾉ ｿｳﾍｲ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
小梶　幹太 ｺｶｼﾞ ｶﾝﾀ 大阪市立大 ｵｵｻｶｲﾁﾀﾞ
大関　颯太 ｵｵｾﾞｷ ｿｳﾀ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
新井　貴大 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 香川大 ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ
今泉　誠司 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｾｲｼﾞ 首都大 ｼｭﾄﾀﾞｲ
三浦　正輝 ﾐｳﾗ ﾏｻｷ 東京工業大 ﾄｳｺｳﾀﾞｲ
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9 学関東 52 大1

10 学関東 144 大3

7 学九州 700 大2

8 学中国 536 大3

5 学九州 692 大4

6 学関西 339 大4

3 学中部 214 大2

4 学中部 279 大1

1 学関東 28 大3

2 学中国 518 大3

9 学中部 182 大3

10 学関東 128 大3

7 学関西 369 大2

8 学中国 441 大3

5 学関西 378 大1

6 学関西 300 大1

3 学中部 181 大4

4 学中部 185 大3

1 学関西 417 大3

2 学関西 388 大3
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