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 1組
 1

 2

 3   212 佐賀大              学九州         

ｻｶﾞﾀﾞｲ              大学

  711 江口　一輝      ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ       大4

  715 坪内　　豊      ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ       大2

  712 松岡　涼太      ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳﾀ       大3

  713 平野　克幸      ﾋﾗﾉ ｶﾂﾕｷ        大3

 4    68 茨城大              学関東         

ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ            大学

  224 髙橋　佑理      ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ        大3

  227 堀川　祐司      ﾎﾘｶﾜ ﾕｳｼﾞ       大3

  225 塚越　英樹      ﾂｶｺｼ ﾋﾃﾞｷ       大3

  226 佐藤　世良      ｻﾄｳ ｾﾗ          大2

 5    16 横浜国立大          学関東         

ﾖｺｺｸﾀﾞｲ             大学

   47 山下　　翼      ﾔﾏｼﾀ ﾂﾊﾞｻ       大1

   42 山崎　雅幸      ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ      大3

   38 濱田　颯太      ﾊﾏﾀﾞ ｿｳﾀ        大2

   44 神田　莉央      ｶﾝﾀﾞ ﾘｵ         大2

 6    45 東京海洋大          学関東         

ｶｲﾖｳﾀﾞｲ             大学

  169 長谷　　周      ﾊｾ ｱﾏﾈ          大1

  168 黒川　翔太      ｸﾛｶﾜ ｼｮｳﾀ       大1

  167 小竹　多聞      ｺﾀｹ ﾀﾓﾝ         大2

  164 佐藤　創一      ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ        大2

 7    71 群馬大              学関東         

ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲ             大学

  236 西田　修平      ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ      大2

  231 秋元　直也      ｱｷﾓﾄ ﾅｵﾔ        大4

  235 梅澤　優太      ｳﾒｻﾞﾜ ﾕｳﾀ       大3

  234 川島　　淳      ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝ       大3

 8

 9
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 2組
 1   203 長崎大              学九州         

ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ            大学

  696 久保田健斗      ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ        大2

  695 大庭　康平      ｵｵﾊﾞ ｺｳﾍｲ       大2

  697 伊野拳太朗      ｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ        大1

  694 福永　真広      ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ      大3

 2     3 東京学芸大          学関東         

ｶﾞｸｹﾞｲ              

   10 武藤　倫平      ﾑﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ       

   11 西原　　翼      ﾆｼﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ       大1

    4 鈴木　真央      ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ       大3

    7 日野　薫平      ﾋﾉ ｸﾝﾍﾟｲ        大1

 3   143 京都大              学関西         

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ             大学

  487 川北健太郎      ｶﾜｷﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ     大4

  482 愛甲　浩喜      ｱｲｺｳ ﾋﾛｷ        大3

  494 高野　　淳      ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ        大3

  485 渡邉　雄平      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ      大4

 4   186 香川大              学中国         

ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ             大学

  624 大田　一貴      ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ        大3

  625 中西　弘晃      ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ       大2

  622 公門　岳曉      ｷﾐｶﾄﾞ ﾀｶｱｷ      大3

  623 別所　佑亮      ﾍﾞｯｼｮ ﾕｳｽｹ      大3

 5   190 山口大              学中国         

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ            大学

  646 林　　大介      ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ       大2

  640 北御門真也      ｷﾀﾐｶﾄﾞ ｼﾝﾔ      大4

  644 本薗　尚悟      ﾓﾄｿﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ     大2

  647 近藤　潤一      ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ    大2

 6   197 福岡教育大          学九州         

ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  674 宮本　彬生      ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｵ        大2

  675 岩本　　陽      ｲﾜﾓﾄ ﾖｳ         大1

  672 森本　　司      ﾓﾘﾓﾄ ﾂｶｻ        大3

  673 宮崎信之介      ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ     大1

 7   260 弘前大              学北部         

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ             大学

  881 相馬　享亮      ｿｳﾏ ｺｳｽｹ        大3

  884 鈴村　隆介      ｽｽﾞﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ     大1

  882 香田　拓海      ｺｳﾀﾞ ﾀｸﾐ        大2

  877 石岡　優利      ｲｼｵｶ ﾕｳﾄ        大4

 8   238 東北大              学北部         

ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ             大学

  803 髙橋　裕介      ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ       大3

  811 浅野　航佑      ｱｻﾉ ｺｳｽｹ        大1

  799 北坂　　卓      ｷﾀｻｶ ﾀｸ         大4

  809 杉山　成実      ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾙﾐ       大2

 9   200 九州大              学九州         

ｷｭｳﾀﾞｲ              大学

  686 中川　義健      ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ      大1

  681 近藤　賢人      ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ       大2

  677 宮崎　郁弥      ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾔ       大3

  683 上薗　稔洋      ｳｴｿﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ      大1
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 3組
 1    82 岐阜大              学中部         

ｷﾞﾌﾀﾞｲ              大学

  286 近藤　倫教      ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾉﾘ      大1

  285 高松　海斗      ﾀｶﾏﾂ ｶｲﾄ        大1

  275 改田　　修      ｶｲﾀﾞ ｵｻﾑ        大3

  281 堂本　恭兵      ﾄﾞｳﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ     大2

 2    10 横浜市立大          学関東         

ﾖｺﾊﾏｼﾀﾞｲ            大学

   29 佐藤　寛展      ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ       大4

   28 新井隆之介      ｱﾗｲ ﾘｭｳﾉｽｹ      大3

   30 佐藤　京介      ｻﾄｳ ｷｮｳｽｹ       大3

   31 石本直偉士      ｲｼﾓﾄ ﾅｲﾄ        大3

 3   232 名桜大              学九州         

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ             大学

  789 井上　天心      ｲﾉｳｴ ﾃﾝｼﾝ       大1

  784 鹿子生絢太      ｶｺｵ ｹﾝﾀ         大4

  786 中村　結城      ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ        大1

  783 高田　論之      ﾀｶﾀ ﾛﾝｼ         大4

 4    65 東京工業大          学関東         

ﾄｳｺｳﾀﾞｲ             大学

  215 高橋周太郎      ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾀﾛｳ     大2

  220 髙井　雄也      ﾀｶｲ ﾕｳﾔ         大1

  214 山本　蒔恩      ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾝ        大2

  212 木田　健斗      ｷﾀﾞ ｹﾝﾄ         大4

 5   137 和歌山大            学関西         

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  468 小梶　琢也      ｺｶｼﾞ ﾀｸﾔ        大3

  469 山下　夏輝      ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ        大3

  471 大橋　亮也      ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ       大2

  472 伊藤　和真      ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ        大2

 6    53 千葉大              学関東         

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ              大学

  192 郷　　祐馬      ｺﾞｳ ﾕｳﾏ         大1

  193 佐藤　　航      ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ         大1

  184 西　　秀貴      ﾆｼ ﾋﾃﾞﾀｶ        大2

  190 宮嵜　拓海      ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ       大1

 7   218 鹿児島大            学九州         

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ            大学

  726 土井　康輔      ﾄﾞｲ ｺｳｽｹ        大3

  730 今村駿之介      ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ     大1

  727 福岡　瑠青      ﾌｸｵｶ ﾘｭｳｾｲ      大3

  728 澤本伸之輔      ｻﾜﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ      大3

 8   134 京都工繊大          学関西         

ｷｮｳﾄｺｳｾﾝ            大学

  460 左居　宗泰      ｻｲ ﾑﾈﾋﾛ         大3

  465 小杉　　真      ｺｽｷﾞ ﾏｺﾄ        大2

  464 大林祐之輔      ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾉｽｹ    大2

  459 平瀬　　曉      ﾋﾗｾ ｱｷﾗ         大3

 9    49 東京外国語大        学関東 棄権

ｶﾞｲｺﾞﾀﾞｲ            大学
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 4組
 1    78 名古屋大            学中部         

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ             大学

  264 中井　良輔      ﾅｶｲ ﾘｮｳｽｹ       大3

  267 是永　琢斗      ｺﾚﾅｶﾞ ﾀｸﾄ       大1

  259 澤田　憲人      ｻﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ        大3

  258 森原　晃平      ﾓﾘﾊﾗ ｺｳﾍｲ       大3

 2   240 小樽商科大          学北部         

ｵﾀﾙｼｮｳｶ             大学

  814 小野　元気      ｵﾉ ｹﾞﾝｷ         大4

  817 水口翔太郎      ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ   大1

  815 湊　　恭平      ﾐﾅﾄ ｷｮｳﾍｲ       大2

  816 松尾　剛志      ﾏﾂｵ ﾂﾖｼ         大1

 3   107 新潟大              学中部         

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ            大学

  370 小林　京平      ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ     大1

  368 園田　俊哉      ｿﾉﾀﾞ ｼｭﾝﾔ       大2

  373 中澤　健介      ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ      大1

  369 生駒晃太朗      ｲｺﾏ ｺｳﾀﾛｳ       大2

 4   128 神戸大              学関西         

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ             大学

  443 森　　圭祐      ﾓﾘ ｹｲｽｹ         大3

  441 山田　凌平      ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ      大3

  452 西田　和也      ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ       大1

  439 橋本　竜馬      ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ       大4

 5   174 岡山大              学中国         

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  582 藤井　亮佑      ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ      大4

  581 大坪　弘基      ｵｵﾂﾎﾞ ｺｳｷ       大4

  588 樋口　淳哉      ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ      大2

  585 吉村　健太      ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ        大4

 6   113 大阪教育大          学関西         

ﾀﾞｲｷｮｳ              大学

  387 白石　航平      ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ       大2

  381 石井　孝典      ｲｼｲ ｺｳｽｹ        大4

  391 上田　吏騎      ｳｴﾀﾞ ﾘｷ         大1

  380 廣里　英幹      ﾋﾛｻﾄ ﾋﾃﾞｷ       大4

 7   152 滋賀大              学関西         

ｼｶﾞﾀﾞｲ              大学

  522 黒田　仁哉      ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ       大1

  520 北川　友貴      ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ       大2

  517 柴田　真成      ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ       大4

  521 藤本　　稜      ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ       大2

 8   180 広島大              学中国         

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ             大学

  609 白石　亮平      ｼﾗｲｼ ﾘｮｳﾍｲ      大3

  610 安芸　祐作      ｱｷ ﾕｳｻｸ         大3

  600 近藤　直大      ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾋﾛ      大4

  605 森川　滉介      ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ       大3

 9   254 秋田大              学北部         

ｱｷﾀﾀﾞｲ              大学

  865 村岡　孝義      ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾖｼ       大1

  866 福原　一輝      ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞｷ       大2

  864 松世　朔哉      ﾏﾂﾖ ｻｸﾔ         大3

  861 山口　浩平      ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ      大6
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 5組
 1   264 札幌医科大          学北部 失格

ｻｯﾎﾟﾛｲｶ             大学

  893 玉井　勝是      ﾀﾏｲ ｶﾂﾕｷ        大3

  892 坂本琳太郎      ｻｶﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ      大4

  894 山田　竜雅      ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ      大2

  891 石川　裕二      ｲｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ       大4

 2   209 熊本大              学九州         

ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ             大学

  708 森田　恭矢      ﾓﾘﾀ ﾕｷﾔ         大2

  707 牧　慶士郎      ﾏｷ ｹｲｼﾛｳ        大2

  706 秋山光太朗      ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ      大3

  705 徳永　皓介      ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｽｹ      大3

 3   119 大阪大              学関西         

ｵｵｻｶﾀﾞｲ             大学

  413 吉村　　承      ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ        大2

  416 坂本　瑞樹      ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ       大2

  403 西畑　　穣      ﾆｼﾊﾞﾀ ｼﾞｮｳ      大4

  415 植村　泰拓      ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ       大2

 4   158 大阪府立大          学関西         

ｵｵｻｶﾌﾀﾞｲ            大学

  534 谷口　善信      ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ     大3

  533 松井　僚汰      ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾀ        大3

  531 林田　風汰      ﾊﾔｼﾀﾞ ﾌｳﾀ       大3

  537 徳永　海斗      ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ       大2

 5

 6    29 東京大              学関東         

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ            大学

   97 井ノ本　快      ｲﾉﾓﾄ ｶｲ         大3

  101 和泉　貴也      ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾔ        大2

   89 今村　史悠      ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ        大3

   95 秋野　広佑      ｱｷﾉ ｺｳｽｹ        大3

 7    91 愛知教育大          学中部         

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  316 宮本　悠矢      ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ        大1

  311 川村　友英      ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ      大4

  314 小鷹　　慎      ｺﾀｶ ｼﾝ          大2

  317 竹内　聡汰      ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ        大1

 8   104 信州大              学中部         

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ            大学

  358 佐伯　俊輔      ｻｴｷ ｼｭﾝｽｹ       大3

  360 牧内　佑介      ﾏｷｳﾁ ﾕｳｽｹ       大1

  355 市原　和樹      ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞｷ       大4

  356 山本　大智      ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ       大4

 9   171 島根大              学中国         

ｼﾏﾈﾀﾞｲ              大学

  572 西田　　覚      ﾆｼﾀﾞ ｻﾄﾙ        大3

  575 黒谷　和志      ｸﾛﾀﾆ ｶｽﾞｼ       大3

  576 加藤　大輝      ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ        大2

  578 遠藤　尚志      ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ     大1
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 6組
 1    62 防衛大              学関東 失格

ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ            大学

  208 秋山　翔吾      ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ      大2

  203 飯田　潤哉      ｲｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ      大4

  209 有嶋　貴裕      ｱﾘｼﾏ ﾀｶﾋﾛ       大3

  210 工藤慎一朗      ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ     大2

 2   265 岩手県立大          学北部         

ｲﾜﾃｹﾝﾘﾂ             大学

  900 工藤　雅也      ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾔ        大2

  898 高橋　健太      ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ        大4

  899 志田　　匡      ｼﾀﾞ ﾏｻｼ         大3

  901 佐々木翔哉      ｻｻｷ ｼｮｳﾔ        大2

 3   248 北海道大            学北部         

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ             大学

  846 山﨑　　仁      ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ       大2

  835 牧　　海平      ﾏｷ ｶｲﾍｲ         大3

  847 堀合孝太郎      ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ      大1

  843 福岡　大河      ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ       大3

 4   125 大阪市立大          学関西         

ｵｵｻｶｲﾁﾀﾞｲ           大学

  434 河野　大悟      ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ       大2

  432 神岡　大己      ｶﾐｵｶ ﾀﾞｲｷ       大3

  431 高橋浩太朗      ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ      大3

  435 重村　　優      ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ        大1

 5    39 筑波大              学関東         

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

  131 奥山　寛也      ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ        大3

  135 小島　淳平      ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ    大2

  138 大塚　俊貴      ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ        大1

  126 佐藤　勝亮      ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ        大3

 6   226 鹿屋体育大          学九州         

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

  750 遠藤　舜弥      ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ      大4

  754 脇園　　樹      ﾜｷｿﾞﾉ ｲﾂｷ       大3

  762 田崎　竜成      ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ       大2

  755 岡本　匡史      ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ        大3

 7    97 金沢大              学中部         

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ            大学

  327 小竹隼太郎      ｵﾀﾞｹ ｼｭﾝﾀﾛｳ     大4

  329 安井　康平      ﾔｽｲ ｺｳﾍｲ        大3

  336 安井　優介      ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ        大1

  328 中村　怜央      ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ         大4

 8    19 埼玉大              学関東         

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ             大学

   56 高橋　速斗      ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ        大1

   63 吉田　考希      ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ        大1

   62 内田　健登      ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ        大1

   61 金坂　和真      ｶﾈｻｶ ｶｽﾞﾏ       大1

 9   165 愛媛大              学中国         

ｴﾋﾒﾀﾞｲ              大学

  561 明神　貴羅      ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾀｶﾗ      大3

  559 川角　洸介      ｶﾜｽﾐ ｺｳｽｹ       大3

  560 大西　伊吹      ｵｵﾆｼ ｲﾌﾞｷ       大2

  563 小澤　佑介      ｵｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ       大1


