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 1組
 1 学九州   716 野田　伊織          ﾉﾀﾞ ｲｵﾘ             佐賀大              大2 棄権

 2 学中国   606 長谷川　遼          ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ           広島大              大3         

 3 学中部   335 花岡　慶弥          ﾊﾅｵｶ ｹｲﾔ            金沢大              大1         

 4 学九州   788 仲野　　音          ﾅｶﾉ ｵﾄ              名桜大              大1         

 5 学関西   450 恵田　寧人          ｴﾀﾞ ﾈｲﾄ             神戸大              大1         

 6 学関西   410 大谷　翔吾          ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ          大阪大              大3         

 7 学関西   408 三輪　琢哉          ﾐﾜ ﾀｸﾔ              大阪大              大4         

 8 学関東    48 内藤　大智          ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ            横浜国立大          大1         

 9 学中国   627 西山　亮平          ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ          香川大              大2         

 2組
 1 学中国   644 本薗　尚悟          ﾓﾄｿﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ         山口大              大2         

 2 学関西   412 吉岡　竜弥          ﾖｼｵｶ ﾀﾂﾔ            大阪大              大2 棄権

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

 4 学中国   670 口羽　雅晴          ｸﾁﾊﾞ ﾏｻﾊﾙ           松江工業高専        大1         

 5 学関東   127 近藤　　樹          ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ           筑波大              大3         

 6 学九州   758 佐貫　省吾          ｻﾇｷ ｼｮｳｺﾞ           鹿屋体育大          大3         

 7 学関東   252 亀山　啓吾          ｶﾒﾔﾏ ｹｲｺﾞ           山梨大              大6         

 8 学関東    93 牧野　勇登          ﾏｷﾉ ﾕｳﾄ             東京大              大3         

 9 学関西   497 孫　　健宇          ｿﾝ ｹﾝﾕ              京都大              大2         

 3組
 1 学中国   603 安田　翔平          ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ          広島大              大3         

 2 学中部   263 山下　晃一          ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ           名古屋大            大3         

 3 学関東   208 秋山　翔吾          ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ          防衛大              大2         

 4 学中部   372 伊藤　　渉          ｲﾄｳ ｼｮｳ             新潟大              大1         

 5 学関東   121 斉藤　匠海          ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ            筑波大              大4         

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

 7 学関西   459 平瀬　　曉          ﾋﾗｾ ｱｷﾗ             京都工繊大          大3         

 8 学関東    95 秋野　広佑          ｱｷﾉ ｺｳｽｹ            東京大              大3         

 9 学北部   840 中川　卓眞          ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ           北海道大            大3         

 4組
 1 学九州   791 大坪　周平          ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾍｲ         名桜大              大1         

 2 学中国   649 加瀬　海斗          ｶｾ ｶｲﾄ              山口大              大1         

 3 学九州   729 白石　雄樹          ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ            鹿児島大            大1         

 4 学九州   767 可徳　圭秀          ｶﾄｸ ﾖｼﾋﾃﾞ           鹿屋体育大          大1         

 5 学九州   757 小林　祐馬          ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ           鹿屋体育大          大3         

 6 学関東   140 藤井　勇大          ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ          筑波大              大1         

 7 学九州   741 佐保　光祐          ｻﾎ ｺｳｽｹ             琉球大              大4         

 8 学中部   310 岩本　力也          ｲﾜﾓﾄ ﾘｷﾔ            愛知教育大          大4         

 9 学関西   492 武永　　駿          ﾀｹﾅｶﾞ ｼｭﾝ           京都大              大3         


