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 1組
 1 学関西   409 福山　莞爾          ﾌｸﾔﾏ ｶﾝｼﾞ           大阪大              大3         

 2 学北部   882 香田　拓海          ｺｳﾀﾞ ﾀｸﾐ            弘前大              大2         

 3 学関東    88 眞砂　健太          ﾏｻｺﾞ ｹﾝﾀ            東京大              大4         

 4 学九州   687 原井　大地          ﾊﾗｲ ﾀﾞｲﾁ            九州大              大2         

 5 学中国   628 堀江将一朗          ﾎﾘｴ ｼｮｳｲﾁﾛｳ         香川大              大1         

 6 学中部   334 佐藤　　樹          ｻﾄｳ ﾀﾂｷ             金沢大              大2         

 7 学中国   645 岩本　征樹          ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ            山口大              大2         

 8 学関東   202 林　　　凌          ﾊﾔｼ ﾘｮｳ             防衛大              大3         

 9 学関西   405 河内　大明          ｶﾜﾁ ﾋﾛｱｷ            大阪大              大4         

 2組
 1 学中部   261 原田　勇也          ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ            名古屋大            大3         

 2 学中国   648 実近　康平          ｻﾈﾁｶ ｺｳﾍｲ           山口大              大2         

 3 学北部   810 三上　聖央          ﾐｶﾐ ﾏｻﾋﾛ            東北大              大2         

 4 学関東    54 渡辺　誠也          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ           埼玉大              大2         

 5 学関西   493 大川　　順          ｵｵｶﾜ ｼﾞｭﾝ           京都大              大4         

 6 学中部   279 児玉　文督          ｺﾀﾞﾏ ﾌﾐﾄ            岐阜大              大3         

 7 学中部   266 坂庭　悠太          ｻｶﾆﾜ ﾕｳﾀ            名古屋大            大1         

 8 学中部   276 宮西　勇太          ﾐﾔﾆｼ ﾕｳﾀ            岐阜大              大3         

 9 学関東   206 井田平八郎          ｲﾀﾞ ﾍｲﾊﾁﾛｳ          防衛大              大3         

 3組
 1 学関西   484 市川　英和          ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ         京都大              大4         

 2 学関西   445 奈須　隆一          ﾅｽ ﾘｭｳｲﾁ            神戸大              大4         

 3 学関東    72 横田　　剛          ﾖｺﾀ ｺﾞｳ             首都大              大3         

 4 学関西   499 玉川　久嗣          ﾀﾏｶﾞﾜ ﾋｻｼ           京都大              大1         

 5 学関東    62 内田　健登          ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ            埼玉大              大1         

 6 学九州   712 松岡　涼太          ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳﾀ           佐賀大              大3         

 7 学関西   401 藤條　　南          ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾐﾅﾐ          大阪大              大4         

 8 学関東   213 村上　　駿          ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝ            東京工業大          大3         

 9 学中部   278 稲垣　秀幸          ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ         岐阜大              大4         

 4組
 1 学関西   430 山根　匡貴          ﾔﾏﾈ ﾏｻﾀｶ            大阪市立大          大4         

 2 学関東   133 森山　将大          ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ         筑波大              大2         

 3 学中部   259 澤田　憲人          ｻﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ            名古屋大            大3         

 4 学中国   604 横山　怜音          ﾖｺﾔﾏ ﾚｵ             広島大              大4         

 5 学関東   209 有嶋　貴裕          ｱﾘｼﾏ ﾀｶﾋﾛ           防衛大              大3         

 6 学九州   786 中村　結城          ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ            名桜大              大1         

 7 学関東    90 樋口　昌吾          ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ          東京大              大4         

 8 学北部   836 佐藤　靖浩          ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ            北海道大            大3         

 9 学関東    38 濱田　颯太          ﾊﾏﾀﾞ ｿｳﾀ            横浜国立大          大2         

 5組
 1 学中国   657 大谷　直矢          ｵｵﾀﾆ ﾅｵﾔ            広島市立大          大1         

 2 学北部   864 松世　朔哉          ﾏﾂﾖ ｻｸﾔ             秋田大              大3         

 3 学中部   355 市原　和樹          ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞｷ           信州大              大4         

 4 学中国   562 橋堀　亮太          ﾊｼﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾀ          愛媛大              大2 棄権

 5 学九州   761 野﨑　　充          ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ            鹿屋体育大          大2         

 6 学九州   677 宮崎　郁弥          ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾔ           九州大              大3         

 7 学関西   446 魚住　周平          ｳｵｽﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ         神戸大              大3         

 8 学中国   669 永原　　凱          ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾞｲ           松江工業高専        大1         

 9 学関西   452 西田　和也          ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ           神戸大              大1         
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 6組
 1 学中国   629 伊崎真一郎          ｲｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ         鳥取大              大2         

 2 学九州   763 澤本康太郎          ｻﾜﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ          鹿屋体育大          大1         

 3 学中国   587 中市　聖人          ﾅｶｲﾁ ﾏｻﾄ            岡山大              大3         

 4 学関西   391 上田　吏騎          ｳｴﾀﾞ ﾘｷ             大阪教育大          大1         

 5 学関東   132 中園　優作          ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｻｸ          筑波大              大2         

 6 学中国   586 今本隆之介          ｲﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ         岡山大              大4         

 7 学九州   708 森田　恭矢          ﾓﾘﾀ ﾕｷﾔ             熊本大              大2         

 8 学北部   845 宮村　元希          ﾐﾔﾑﾗ ｹﾞﾝｷ           北海道大            大2         

 9 学中部   294 磯貝　充輝          ｲｿｶﾞｲ ﾐﾂｷ           静岡大              大4         

 7組
 1 学関西   431 高橋浩太朗          ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ          大阪市立大          大3         

 2 学九州   748 西田　直史          ﾆｼﾀﾞ ﾅｵﾋﾄ           鹿屋体育大          大4         

 3 学関西   531 林田　風汰          ﾊﾔｼﾀﾞ ﾌｳﾀ           大阪府立大          大3         

 4 学中国   576 加藤　大輝          ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ            島根大              大2         

 5 学関東   137 猪狩　雄哉          ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ            筑波大              大2         

 6 学中国   588 樋口　淳哉          ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ          岡山大              大2         

 7 学関西   537 徳永　海斗          ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ           大阪府立大          大2         

 8 学関西   545 高橋　　穣          ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ           神戸市立高専        大2         

 9 学関東    94 深野麟之介          ﾌｶﾉ ﾘﾝﾉｽｹ           東京大              大2         


