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 1組
 1

 2

 3 学関東   232 石野　雅樹          ｲｼﾉ ﾏｻｷ             群馬大              大3         

 4 学中部   338 川本　莉久          ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ             金沢大              大1         

 5 学九州   759 生田　航介          ｲｸﾀ ｺｳｽｹ            鹿屋体育大          大2         

 6 学関東    98 長谷川一馬          ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ          東京大              大2         

 7 学関西   428 松田　龍祐          ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ          大阪市立大          大4         

 8 学九州   682 野元　渚生          ﾉﾓﾄ ｼｮｳ             九州大              大2         

 9

 2組
 1 学関東    59 竹内　　昴          ﾀｹｳﾁ ｽﾊﾞﾙ           埼玉大              大1         

 2 学九州   714 重松　誠弥          ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲﾔ           佐賀大              大2         

 3 学関東   255 横田　悠吾          ﾖｺﾀ ﾕｳｺﾞ            山梨大              大1         

 4 学関東    45 ﾚｲｴｽﾗｳｽﾃｨﾝ          ﾚｲｴｽ ﾗｳｽﾃｨﾝ         横浜国立大          大2         

 5 学関西   440 佐伯　義樹          ｻｴｷ ﾖｼｷ             神戸大              大4         

 6 学関西   496 柳瀬　航太          ﾔﾅｾ ｺｳﾀ             京都大              大3         

 7 学関東    87 中村　麻也          ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ             東京大              大4         

 8 学九州   717 石田　友輝          ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ            佐賀大              大1         

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

 3組
 1 学関西   403 西畑　　穣          ﾆｼﾊﾞﾀ ｼﾞｮｳ          大阪大              大4         

 2 学中部   314 小鷹　　慎          ｺﾀｶ ｼﾝ              愛知教育大          大2         

 3 学北部   841 横井　拓実          ﾖｺｲ ﾀｸﾐ             北海道大            大3         

 4 学関東   210 工藤慎一朗          ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ         防衛大              大2         

 5 学北部   861 山口　浩平          ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ          秋田大              大6         

 6 学中国   647 近藤　潤一          ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ        山口大              大2         

 7 学北部   813 岩井　大智          ｲﾜｲ ﾀﾞｲﾁ            小樽商科大          大3         

 8 学中国   614 住吉　勇樹          ｽﾐﾖｼ ﾕｳｷ            広島大              大2         

 9 学関西   485 渡邉　雄平          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ          京都大              大4         

 4組
 1 学関西   449 倉田　和俊          ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ           神戸大              大2         

 2 学中国   605 森川　滉介          ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ           広島大              大3         

 3 学九州   715 坪内　　豊          ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ           佐賀大              大2         

 4 学関西   415 植村　泰拓          ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ           大阪大              大2         

 5 学北部   807 永作　太一          ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ           東北大              大1         

 6 学北部   880 澁谷　旬哉          ｼﾌﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾔ          弘前大              大3         

 7 学中国   625 中西　弘晃          ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ           香川大              大2         

 8 学関西   439 橋本　竜馬          ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ           神戸大              大4         

 9 学中部   264 中井　良輔          ﾅｶｲ ﾘｮｳｽｹ           名古屋大            大3         

 5組
 1 学関東   190 宮嵜　拓海          ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ           千葉大              大1         

 2 学関東    70 中島　　聡          ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ            首都大              大3         

 3 学関西   494 高野　　淳          ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ            京都大              大3         

 4 学関東    28 新井隆之介          ｱﾗｲ ﾘｭｳﾉｽｹ          横浜市立大          大3         

 5 学中部   356 山本　大智          ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ           信州大              大4         

 6 学関東    44 神田　莉央          ｶﾝﾀﾞ ﾘｵ             横浜国立大          大2         

 7 学関西   469 山下　夏輝          ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ            和歌山大            大3         

 8 学中部   258 森原　晃平          ﾓﾘﾊﾗ ｺｳﾍｲ           名古屋大            大3         

 9 学関東   182 岩崎　晃士          ｲﾜｻｷ ｺｳｼﾞ           千葉大              大4         
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 6組
 1 学中国   591 田之上将太          ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ           岡山大              大2         

 2 学関西   532 服部励太郎          ﾊｯﾄﾘ ﾚｲﾀﾛｳ          大阪府立大          大2         

 3 学関西   435 重村　　優          ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ            大阪市立大          大1         

 4 学関東    96 政本　郁海          ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ            東京大              大3         

 5 学中国   574 堆　　裕貴          ｱｸﾂ ﾕｳｷ             島根大              大2         

 6 学関東     2 下倉　太一          ｼﾀｸﾗ ﾀｲﾁ            東京学芸大          大4         

 7 学中部   328 中村　怜央          ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ             金沢大              大4         

 8 学関東   180 井上　　優          ｲﾉｳｴ ﾕｳ             東京外国語大        大1         

 9 学中部   281 堂本　恭兵          ﾄﾞｳﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ         岐阜大              大2         

 7組
 1 学関西   521 藤本　　稜          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ           滋賀大              大2         

 2 学中部   317 竹内　聡汰          ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ            愛知教育大          大1         

 3 学関東    71 木下　俊輝          ｷﾉｼﾀ ﾄｼｷ            首都大              大3         

 4 学関東   134 向中野元気          ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ         筑波大              大2         

 5 学北部   847 堀合孝太郎          ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ          北海道大            大1         

 6 学関東   126 佐藤　勝亮          ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ            筑波大              大3         

 7 学関西   508 徳永　　凱          ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ            京都教育大          大2         

 8 学関西   471 大橋　亮也          ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ           和歌山大            大2         

 9 学中国   662 西村　　駿          ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝ            高知工科大          大2         

 8組
 1 学中国   667 森岡　璃久          ﾓﾘｵｶ ﾘｸ             松江工業高専        大1         

 2 学北部   896 西川原啓太          ﾆｼｶﾜﾗ ｹｲﾀ           北海道教育大        大3         

 3 学中国   589 星島　貴志          ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ            岡山大              大2         

 4 学九州   686 中川　義健          ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ          九州大              大1         

 5 学関東   122 三浦　　遼          ﾐｳﾗ ﾘｮｳ             筑波大              大4         

 6 学九州   755 岡本　匡史          ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ            鹿屋体育大          大3         

 7 学九州   750 遠藤　舜弥          ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ          鹿屋体育大          大4         

 8 学中部   336 安井　優介          ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ            金沢大              大1         

 9 学北部   843 福岡　大河          ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ           北海道大            大3         


