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 1組
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 4 学中部   259 澤田　憲人          ｻﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ            名古屋大            大3         

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

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

 7 学中部   285 高松　海斗          ﾀｶﾏﾂ ｶｲﾄ            岐阜大              大1         
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 2組
 1 学北部   864 松世　朔哉          ﾏﾂﾖ ｻｸﾔ             秋田大              大3         

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

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

 4 学関東    75 江草　俊作          ｴｸﾞｻ ｼｭﾝｻｸ          首都大              大2         

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

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

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

 8 学中国   613 林　　圭亮          ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ            広島大              大2         

 9 学九州   790 小田原将吾          ｵﾀﾞﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ         名桜大              大1         

 3組
 1 学関西   401 藤條　　南          ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾐﾅﾐ          大阪大              大4         

 2 学北部   799 北坂　　卓          ｷﾀｻｶ ﾀｸ             東北大              大4         

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

 4 学関東   214 山本　蒔恩          ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾝ            東京工業大          大2         

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

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

 7 学関西   384 片山幸士郎          ｶﾀﾔﾏ ｺｳｼﾛｳ          大阪教育大          大2         

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

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

 4組
 1 学関東    62 内田　健登          ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ            埼玉大              大1         

 2 学中部   373 中澤　健介          ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ          新潟大              大1         

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

 4 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         

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

 6 学関東   184 西　　秀貴          ﾆｼ ﾋﾃﾞﾀｶ            千葉大              大2         

 7 学関西   452 西田　和也          ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ           神戸大              大1         

 8 学中国   579 平田　隆一          ﾋﾗﾀ ﾘｭｳｲﾁ           島根大              大1         

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

 5組
 1 学関西   517 柴田　真成          ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ           滋賀大              大4         

 2 学中部   299 小栗　速斗          ｵｸﾞﾘ ﾊﾔﾄ            三重大              大4         

 3 学九州   727 福岡　瑠青          ﾌｸｵｶ ﾘｭｳｾｲ          鹿児島大            大3         

 4 学中国   585 吉村　健太          ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ            岡山大              大4         

 5 学中国   671 亀田　翔矢          ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾔ           阿南工業高専        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 学中国   586 今本隆之介          ｲﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ         岡山大              大4         

 8 学北部   883 田中　　椋          ﾀﾅｶ ﾘｮｳ             弘前大              大2         

 9 学関西   545 高橋　　穣          ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ           神戸市立高専        大2         
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 6組
 1 学九州   786 中村　結城          ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ            名桜大              大1         

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

 3 学中国   622 公門　岳曉          ｷﾐｶﾄﾞ ﾀｶｱｷ          香川大              大3         

 4 学中国   600 近藤　直大          ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾋﾛ          広島大              大4         

 5 学関東    89 今村　史悠          ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ            東京大              大3         

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

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

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

 9 学中部   359 小幡　祐暉          ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｷ            信州大              大1         

 7組
 1 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         

 2 学関東   246 増山　智昭          ﾏｼﾔﾏ ﾄﾓｱｷ           高崎経済大          大3         

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

 4 学九州   751 矢田崎侑也          ﾔﾀｻﾞｷ ﾕｳﾔ           鹿屋体育大          大4         

 5 学関東   124 渡会　　舜          ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ            筑波大              大4         

 6 学関東   138 大塚　俊貴          ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ            筑波大              大1         

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

 8 学九州   783 高田　論之          ﾀｶﾀ ﾛﾝｼ             名桜大              大4         

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


