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 1組
 1

 2

 3 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         

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

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

 6 学関西   451 瀬下　幸成          ｾｼﾓ ﾕｷﾅﾘ            神戸大              大1         

 7 学関東    91 小島　　治          ｺｼﾞﾏ ｵｻﾑ            東京大              大4         

 8

 9

 2組
 1 学中部   268 井浦　雄斗          ｲｳﾗ ﾕｳﾄ             名古屋大            大1         

 2 学関東   207 渡部　聖統          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｽﾐ          防衛大              大3         

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

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

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

 6 学北部   878 関田　大輝          ｾｷﾀ ﾀﾞｲｷ            弘前大              大3         

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

 8 学関西   498 藤本　雄磨          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ           京都大              大2         

 9 学関東   247 木戸　元輝          ｷﾄﾞ ｹﾞﾝｷ            高崎経済大          大3         

 3組
 1 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         

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

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

 4 学北部   842 木内壮一朗          ｷｳﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ          北海道大            大2         

 5 学関東   250 栗原　天拓          ｸﾘﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ           宇都宮大            大1         

 6 学北部   809 杉山　成実          ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾙﾐ           東北大              大2         

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

 8 学関東    22 大里　則人          ｵｵｻﾄ ﾉﾘﾋﾄ           電気通信大          大2         

 9 学関東    74 福山　　肇          ﾌｸﾔﾏ ｱﾗﾀ            首都大              大2         

 4組
 1 学中国   590 古賀　　颯          ｺｶﾞ ﾊﾔﾃ             岡山大              大2         

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

 3 学九州   704 久継　耀平          ﾋｻﾂｸﾞ ﾖｳﾍｲ          熊本大              大4 棄権

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

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

 6 学関西   400 奥村　素生          ｵｸﾑﾗ ﾓﾄｷ            大阪大              大3         

 7 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         

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

 9 学北部   881 相馬　享亮          ｿｳﾏ ｺｳｽｹ            弘前大              大3         

 5組
 1 学中国   609 白石　亮平          ｼﾗｲｼ ﾘｮｳﾍｲ          広島大              大3         

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

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

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

 5 学関西   550 木全　創介          ｷﾏﾀ ｿｳｽｹ            兵庫県立大          大2         

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

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

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

 9 学九州   726 土井　康輔          ﾄﾞｲ ｺｳｽｹ            鹿児島大            大3         
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 6組
 1 学関東    27 木下　　魁          ｷﾉｼﾀ ｶｲ             横浜市立大          大5         

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

 3 学関西   544 岩井　柊太          ｲﾜｲ ｼｭｳﾀ            滋賀県立大          大1         

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

 5 学北部   803 髙橋　裕介          ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ           東北大              大3         

 6 学中部   379 川瀬　裕斗          ｶﾜｾ ﾕｳﾄ             静岡県立大          大1         

 7 学関東    29 佐藤　寛展          ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ           横浜市立大          大4         

 8 学中部   364 福田　賀優          ﾌｸﾀ ﾖｼﾏｻ            名古屋工業大        大2         

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

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

 2 学中部   345 川端　孝弥          ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾂﾔ           福井大              大2         

 3 学関西   413 吉村　　承          ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ            大阪大              大2         

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

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

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

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

 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 学中部   348 藤田　睦生          ﾌｼﾞﾀ ﾑﾂｷ            富山大              大3         

 8組
 1 学関東   179 竹内　宗之          ﾀｹｳﾁ ﾑﾈﾕｷ           東京外国語大        大3         

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

 3 学関東    97 井ノ本　快          ｲﾉﾓﾄ ｶｲ             東京大              大3         

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

 5 学関東   125 陣ヶ岡　胤          ｼﾞﾝｶﾞｵｶ ﾂﾂﾞｷ        筑波大              大4         

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

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

 8 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         

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

 9組
 1 学中国   646 林　　大介          ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ           山口大              大2         

 2 学関西   443 森　　圭祐          ﾓﾘ ｹｲｽｹ             神戸大              大3         

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

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

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

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

 8 学関西   442 宇田　幸平          ｳﾀﾞ ｺｳﾍｲ            神戸大              大4         

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


