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 1組
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 4 学関東    99 栗原　　健          ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｼ            東京大              大1         

 5 学中部   325 宮川　雄一          ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ          金沢大              大4         

 6 学関東    77 関井　大輔          ｾｷｲ ﾀﾞｲｽｹ           首都大              大1         
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 2組
 1 学関西   414 南野　貴行          ﾅﾝﾉ ﾀｶﾕｷ            大阪大              大2         

 2 学中国   643 佐久間海史          ｻｸﾏ ｶｲｼ             山口大              大2         

 3 学中部   274 夏目　宏一          ﾅﾂﾒ ｺｳｲﾁ            岐阜大              大4         

 4 学北部   832 水谷　宏太          ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳﾀ           北海道大            大4         

 5 学九州   713 平野　克幸          ﾋﾗﾉ ｶﾂﾕｷ            佐賀大              大3         

 6 学九州   683 上薗　稔洋          ｳｴｿﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ          九州大              大1         

 7 学中部   265 櫻井　悠貴          ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ            名古屋大            大2         

 8 学中部   331 鳴神　勘太          ﾅﾙｶﾐ ｶﾝﾀ            金沢大              大3         

 9 学北部   865 村岡　孝義          ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾖｼ           秋田大              大1         

 3組
 1 学関西   498 藤本　雄磨          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ           京都大              大2         

 2 学北部   877 石岡　優利          ｲｼｵｶ ﾕｳﾄ            弘前大              大4         

 3 学中部   286 近藤　倫教          ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾉﾘ          岐阜大              大1 棄権

 4 学関東   109 川瀬源太郎          ｶﾜｾ ｹﾞﾝﾀﾛｳ          東京農工大          大1         

 5 学関東    10 武藤　倫平          ﾑﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ           東京学芸大                  

 6 学関東   102 田中虎太郎          ﾀﾅｶ ｺﾀﾛｳ            東京大              大2         

 7 学関西   495 末木　聖大          ｽｴｷ ｼｮｳﾀ            京都大              大3         

 8 学北部   804 市川　大樹          ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ           東北大              大3         

 9 学中部   268 井浦　雄斗          ｲｳﾗ ﾕｳﾄ             名古屋大            大1         

 4組
 1 学北部   846 山﨑　　仁          ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ           北海道大            大2         

 2 学中国   641 佐々木健太          ｻｻｷ ｹﾝﾀ             山口大              大3         

 3 学中部   309 山本　凜貴          ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｷ            愛知教育大          大4         

 4 学関西   468 小梶　琢也          ｺｶｼﾞ ﾀｸﾔ            和歌山大            大3         

 5 学九州   726 土井　康輔          ﾄﾞｲ ｺｳｽｹ            鹿児島大            大3         

 6 学中部   327 小竹隼太郎          ｵﾀﾞｹ ｼｭﾝﾀﾛｳ         金沢大              大4         

 7 学関東    56 高橋　速斗          ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ            埼玉大              大1         

 8 学中国   624 大田　一貴          ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ            香川大              大3         

 9 学関東   215 高橋周太郎          ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾀﾛｳ         東京工業大          大2         

 5組
 1 学関東   159 有泉　亮佑          ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ        東京海洋大          大3         

 2 学北部   834 龍田　　力          ﾀﾂﾀ ﾁｶﾗ             北海道大            大4         

 3 学関西   417 吉岡　　晋          ﾖｼｵｶ ｼﾝ             大阪大              大1         

 4 学中部   262 本木　聖也          ﾓﾄｷ ｾｲﾔ             名古屋大            大2         

 5 学関東   191 加藤　誠和          ｶﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ           千葉大              大2         

 6 学九州   789 井上　天心          ｲﾉｳｴ ﾃﾝｼﾝ           名桜大              大1         

 7 学北部   800 西野七月彦          ﾆｼﾉ ﾅﾂﾋｺ            東北大              大4         

 8 学関西   404 堀下　裕司          ﾎﾘｼﾀ ﾕｳｼﾞ           大阪大              大4         

 9 学中国   590 古賀　　颯          ｺｶﾞ ﾊﾔﾃ             岡山大              大2         
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 6組
 1 学関西   443 森　　圭祐          ﾓﾘ ｹｲｽｹ             神戸大              大3         

 2 学中国   666 三代龍之輔          ﾐｼﾛ ﾘｭｳﾉｽｹ          松江工業高専        大2         

 3 学北部   894 山田　竜雅          ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ          札幌医科大          大2         

 4 学中国   583 行徳　健汰          ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ          岡山大              大4         

 5 学中部   370 小林　京平          ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ         新潟大              大1         

 6 学北部   900 工藤　雅也          ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾔ            岩手県立大          大2         

 7 学中国   582 藤井　亮佑          ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ          岡山大              大4         

 8 学関東   244 林　　春輝          ﾊﾔｼ ﾊﾙｷ             高崎経済大          大3         

 9 学中国   555 近藤　亨一          ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ          徳島大              大2         

 7組
 1 学北部   905 金澤　竜太          ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ          室蘭工業大          大2         

 2 学北部   802 工藤　栄大          ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ          東北大              大3         

 3 学北部   893 玉井　勝是          ﾀﾏｲ ｶﾂﾕｷ            札幌医科大          大3         

 4 学九州   766 門田　凌我          ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ          鹿屋体育大          大1         

 5 学関東   131 奥山　寛也          ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ            筑波大              大3         

 6 学九州   760 富田　修平          ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾍｲ           鹿屋体育大          大3         

 7 学関西   387 白石　航平          ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ           大阪教育大          大2         

 8 学関西   434 河野　大悟          ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ           大阪市立大          大2         

 9 学関東   192 郷　　祐馬          ｺﾞｳ ﾕｳﾏ             千葉大              大1         

 8組
 1 学中部   371 渡部　優太          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ           新潟大              大1         

 2 学関西   436 小峯　力輝          ｺﾐﾈ ﾘｷ              大阪市立大          大1         

 3 学九州   711 江口　一輝          ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ           佐賀大              大4         

 4 学関東   128 秦　　俊陽          ﾊﾀ ﾄｼｱｷ             筑波大              大3         

 5 学関東   141 赤坂　健太          ｱｶｻｶ ｹﾝﾀ            筑波大              大1         

 6 学九州   764 黒川　真吾          ｸﾛｶﾜ ｼﾝｺﾞ           鹿屋体育大          大1         

 7 学関西   392 中嶋　和志          ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｼ          大阪教育大          大1         

 8 学関西   487 川北健太郎          ｶﾜｷﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ         京都大              大4         

 9 学関西   522 黒田　仁哉          ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ           滋賀大              大1         


