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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

能登　翔平 ﾉﾄ ｼｮｳﾍｲ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ
祖母井佳彦 ｳﾊﾞｶﾞｲ ﾖｼﾋｺ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
佐藤　健太 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
内潟　圭介 ｳﾁｶﾞﾀ ｹｲｽｹ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
祝田　恭平 ｲﾜｲﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ

2組 岡　　賢一 ｵｶ ｹﾝｲﾁ 島根大 ｼﾏﾈﾀﾞｲ
杉園　周仁 ｽｷﾞｿﾞﾉ ｼｭｳﾄ 鹿児島大 ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ
工藤　瑞己 ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 秋田大 ｱｷﾀﾀﾞｲ
船田　將人 ﾌﾅﾀﾞ ﾏｻﾄ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
丸山　拓真 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 鹿児島大 ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ
小岩井悠史 ｺｲﾜｲ ﾕｳｼﾞ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
立石佐太郎 ﾀﾃｲｼ ｻﾀﾛｳ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ
品川　英斗 ｼﾅｶﾞﾜ ｴｲﾄ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
寺尾　雄太 ﾃﾗｵ ﾕｳﾀ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
渡邊　大貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ

3組 斉藤　　惇 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
森　　正樹 ﾓﾘ ﾏｻｷ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
大栄　浩之 ｵｵｴ ﾋﾛﾕｷ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
鈴木　智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
藤田　健人 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾄ 秋田大 ｱｷﾀﾀﾞｲ
田中　貴大 ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
桜木　優帆 ｻｸﾗｷﾞ ﾕｳﾎ 首都大 ｼｭﾄﾀﾞｲ
森本　裕司 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 都留文科大 ﾂﾙﾌﾞﾝｶ
長尾　知幸 ﾅｶﾞｵ ﾄﾓﾕｷ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
園部　太暉 ｿﾉﾍﾞ ﾀｲｷ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ

4組 高崎　英明 ﾀｶｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 福岡教育大 ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ
西山龍二郎 ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 佐賀大 ｻｶﾞﾀﾞｲ
上村　　創 ｶﾐﾑﾗ ｿｳ 電気通信大 ﾃﾞﾝﾂｳﾀﾞ
ブルガレビッチキﾌﾞﾙｶﾞﾚ ｷﾘﾙ 茨城大 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ
六辻　大士 ﾑﾂｼﾞ ﾀｲｼ 大阪府立大 ｵｵｻｶﾌﾀﾞｲ
今瀬　将太 ｲﾏｾ ｼｮｳﾀ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
潮田　航大 ｳｼｵﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
立道　良輔 ﾀﾃﾐﾁ ﾘｮｳｽｹ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
北野　　怜 ｷﾀﾉ ｻﾄｼ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
大平　裕真 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾏ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ

5組 武居　隼人 ﾀｹｽｴ ﾊﾔﾄ 横浜国立大 ﾖｺｺｸﾀﾞｲ
山口　　純 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
新谷　　健 ｼﾝﾀﾆ ﾏｻﾙ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
箕本　圭太 ﾐﾓﾄ ｹｲﾀ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
中村　優介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 香川大 ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ
寺田　直史 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
西森　　賢 ﾆｼﾓﾘ ｻﾄｼ 高知工科大 ｺｳﾁｺｳｶﾀﾞ
宮本　直弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵﾔ 兵庫県立大 ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘ
渡部　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 山形大 ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ
山田　洋輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 京都工繊大 ｷｮｳﾄｺｳｾﾝ
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9 学北部 774 大3

10 学関西 375 大2

7 学中国 586 大3

8 学関西 431 大3

5 学中国 541 大1

6 学関西 303 大1

3 学関西 384 大3

4 学中国 451 大4

1 学関東 30 大2

2 学関西 316 大4

9 学関西 366 大2

10 学関西 392 大3

7 学中部 196 大2

8 学関西 385 大4

5 学関西 428 大2

6 学関西 358 大3

3 学関東 16 大2

4 学関東 148 大3

1 学九州 594 大1

2 学九州 659 大2

9 学関西 317 大3

10 学中国 574 大2

7 学関東 44 大4

8 学関東 178 大3

5 学北部 805 大4

6 学中国 513 大4

3 学中部 252 大1

4 学関東 77 大1

1 学関東 103 大2

2 学中国 517 大3

9 学関東 130 大2

10 学中部 244 大3

7 学北部 762 大3

8 学中部 276 大1

5 学九州 669 大1

6 学関東 107 大1

3 学北部 806 大3

4 学中国 516 大3

1 学中国 467 大4

2 学九州 664 大2

9

10

7 学関東 131 大2

8

5 学関西 365 大2

6 学関東 100 大3

3 学北部 812 大4

4 学中国 459 大2

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 峯岸　和司 ﾐﾈｷﾞｼ ｶｽﾞｼ 東京農工大 ﾉｳｺｳﾀﾞｲ

村上　勇輝 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 岩手県立大 ｲﾜﾃｹﾝﾘﾂ
吉野　将史 ﾖｼﾉ ﾏｻﾌﾐ 佐賀大 ｻｶﾞﾀﾞｲ
上西　穂高 ｳｴﾆｼ ﾎﾀﾞｶ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
富永　航平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
藤間　祐次 ﾄｳﾏ ﾕｳｼﾞ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
江口　拓哉 ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
西林　大樹 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 九州大 ｷｭｳｼｭｳﾀﾞ
先濱　　健 ｻｷﾊﾏ ﾀｹｼ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
保田　駿輔 ﾔｽﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 東京農工大 ﾉｳｺｳﾀﾞｲ

7組 高田　祐介 ﾀｶﾀ ﾕｳｽｹ 松江工業高専 ﾏﾂｴｺｳｾﾝ
森　　孝暁 ﾓﾘ ﾀｶｱｷ 名古屋大 ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ
今井　健太 ｲﾏｲ ｹﾝﾀ 鹿児島大 ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ
山本　裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
菊地駿一郎 ｷｸﾁ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
岡﨑　健斗 ｵｶｻﾞｷ ｹﾝﾄ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
清岡　国男 ｷﾖｵｶ ｸﾆｵ 首都大 ｼｭﾄﾀﾞｲ
山本　翔也 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
高濱　晃大 ﾀｶﾊﾏ ｺｳﾀﾞｲ 東京農工大 ﾉｳｺｳﾀﾞｲ
青山　流星 ｱｵﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 東京海洋大 ｶｲﾖｳﾀﾞｲ
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9 学関東 86 大3

10 学関東 96 大1

7 学関東 49 大1

8 学関西 296 大2

5 学九州 695 大3

6 学関東 68 大3

3 学九州 663 大3

4 学九州 693 大4

1 学中国 587 大2

2 学中部 187 大2

9 学中国 483 大4

10 学関東 90 大3

7 学関西 294 大3

8 学九州 603 大4

5 学関東 57 大4

6 学中国 489 大3

3 学九州 657 大1

4 学中国 492 大2

1 学関東 92 大1

2 学北部 822 大1
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