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 1組
 1

 2

 3 学関東    41 末崎　翔太          ｽｴｻﾞｷ ｼｮｳﾀ          横浜国立大          大3         

 4 学関東   103 網野　京勢          ｱﾐﾉ ｷｮｳｾｲ           東京大              大1         

 5 学中部   330 蔵　　健将          ｸﾗ ｹﾝｼｮｳ            金沢大              大2         

 6 学関東    51 永田　淳武          ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾑ            埼玉大              大3         

 7 学九州   785 日高　祐貴          ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｷ            名桜大              大4         

 8 学関東    92 酒井　　諒          ｻｶｲ ﾘｮｳ             東京大              大3         

 9

 2組
 1 学関東   186 川辺愼太郎          ｶﾜﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ          千葉大              大2         

 2 学関東   218 木内　豪士          ｷｳﾁ ﾀｹｼ             東京工業大          大2         

 3 学関東     9 小林　侑平          ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ          東京学芸大          大1         

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

 5 学関東   101 和泉　貴也          ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾔ            東京大              大2         

 6 学中部   260 中村　健人          ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ            名古屋大            大3         

 7 学関西   500 川嶋　凌哉          ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾔ           京都大              大1         

 8 学関東   201 久古　由樹          ｷｭｳｺ ﾖｼｷ            防衛大              大4         

 9 学関東   249 東園　康平          ﾋｶﾞｼｿﾞﾉ ｺｳﾍｲ        宇都宮大            大2         

 3組
 1 学中国   575 黒谷　和志          ｸﾛﾀﾆ ｶｽﾞｼ           島根大              大3         

 2 学北部   808 宮田　賢優          ﾐﾔﾀ ﾖｼﾋﾛ            東北大              大2         

 3 学関西   418 植野　譲公          ｳｴﾉ ﾏｻﾕｷ            大阪大              大1         

 4 学関西   448 平松　亮祐          ﾋﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ          神戸大              大1         

 5 学中部   267 是永　琢斗          ｺﾚﾅｶﾞ ﾀｸﾄ           名古屋大            大1         

 6 学中国   612 下宮　秀斗          ｼﾓﾐﾔ ｼｭｳﾄ           広島大              大2         

 7 学関東   237 岡野　　廉          ｵｶﾉ ﾚﾝ              群馬大              大1         

 8 学北部   811 浅野　航佑          ｱｻﾉ ｺｳｽｹ            東北大              大1         

 9 学関西   406 嵐　　亮介          ｱﾗｼ ﾘｮｳｽｹ           大阪大              大4         

 4組
 1 学関東   139 宮村有樹彦          ﾐﾔﾑﾗ ﾕｷﾋｺ           筑波大              大1         

 2 学中部   315 久田　義純          ﾋｻﾀﾞ ﾖｼｽﾞﾐ          愛知教育大          大1         

 3 学中国   602 辻　　亮太          ﾂｼﾞ ﾘｮｳﾀ            広島大              大4         

 4 学北部   862 田口　瑞基          ﾀｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ           秋田大              大3         

 5 学九州   787 吉田　空平          ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ           名桜大              大2         

 6 学中部   311 川村　友英          ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ          愛知教育大          大4         

 7 学中国   615 平野　一貴          ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ            広島大              大2         

 8 学関東    52 望月　佐夢          ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾑ            埼玉大              大3         

 9 学関東    39 濱本　宜輝          ﾊﾏﾓﾄ ﾖｼｷ            横浜国立大          大2         

 5組
 1 学九州   784 鹿子生絢太          ｶｺｵ ｹﾝﾀ             名桜大              大4         

 2 学関東   227 堀川　祐司          ﾎﾘｶﾜ ﾕｳｼﾞ           茨城大              大3         

 3 学関東    76 倉林　拓矢          ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ          首都大              大1         

 4 学関西   382 平岡　太一          ﾋﾗｵｶ ﾀｲﾁ            大阪教育大          大4         

 5 学北部   868 鈴木　拓実          ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ            秋田大              大1         

 6 学関西   491 山口　航平          ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ          京都大              大3         

 7 学北部   838 小牧　凌也          ｺﾏｷ ﾘｮｳﾔ            北海道大            大4         

 8 学関東   226 佐藤　世良          ｻﾄｳ ｾﾗ              茨城大              大2         

 9 学九州   694 福永　真広          ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ          長崎大              大3         
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 6組
 1 学北部   835 牧　　海平          ﾏｷ ｶｲﾍｲ             北海道大            大3         

 2 学北部   884 鈴村　隆介          ｽｽﾞﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ         弘前大              大1         

 3 学中部   368 園田　俊哉          ｿﾉﾀﾞ ｼｭﾝﾔ           新潟大              大2         

 4 学関東   188 相原　　愁          ｱｲﾊﾗ ｼｭｳ            千葉大              大2         

 5 学関東   123 沼田　啓作          ﾇﾏﾀ ｹｲｻｸ            筑波大              大4         

 6 学関東   217 小川原魁人          ｵｶﾞﾜﾊﾗ ｶｲﾄ          東京工業大          大2         

 7 学関西   429 菱田　貴史          ﾋｼﾀﾞ ﾀｶｼ            大阪市立大          大4         

 8 学九州   738 栂野　壱式          ﾄｶﾞﾉ ｶｽﾞﾉﾘ          宮崎大              大2         

 9 学九州   680 小野　友輔          ｵﾉ ﾕｳｽｹ             九州大              大3         

 7組
 1 学中国   665 高田　亮介          ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ           松江工業高専        大2         

 2 学九州   689 神代　直輝          ｸﾏｼﾛ ﾅｵｷ            九州大              大1         

 3 学中国   559 川角　洸介          ｶﾜｽﾐ ｺｳｽｹ           愛媛大              大3         

 4 学関西   416 坂本　瑞樹          ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ           大阪大              大2         

 5 学関東   136 戸澤　潤也          ﾄｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ          筑波大              大2         

 6 学関西   383 小山圭一郎          ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ          大阪教育大          大3         

 7 学中部   285 高松　海斗          ﾀｶﾏﾂ ｶｲﾄ            岐阜大              大1         

 8 学関西   432 神岡　大己          ｶﾐｵｶ ﾀﾞｲｷ           大阪市立大          大3         

 9 学北部   866 福原　一輝          ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞｷ           秋田大              大2         

 8組
 1 学九州   695 大庭　康平          ｵｵﾊﾞ ｺｳﾍｲ           長崎大              大2         

 2 学中部   365 吉武倫太郎          ﾖｼﾀｹ ﾘﾝﾀﾛｳ          名古屋工業大        大1         

 3 学関東    42 山崎　雅幸          ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ          横浜国立大          大3         

 4 学九州   756 田渕　寛大          ﾀﾌﾞﾁ ｶﾝﾀ            鹿屋体育大          大3         

 5 学関西   381 石井　孝典          ｲｼｲ ｺｳｽｹ            大阪教育大          大4         

 6 学九州   754 脇園　　樹          ﾜｷｿﾞﾉ ｲﾂｷ           鹿屋体育大          大3         

 7 学関東    63 吉田　考希          ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ            埼玉大              大1         

 8 学関西   441 山田　凌平          ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ          神戸大              大3         

 9 学九州   707 牧　慶士郎          ﾏｷ ｹｲｼﾛｳ            熊本大              大2         

 9組
 1 学中部   349 土屋　尚也          ﾂﾁﾔ ﾅｵﾔ             富山大              大3         

 2 学北部   895 中谷　亮太          ﾅｶﾔ ﾘｮｳﾀ            北海道教育大        大3         

 3 学中部   357 磯田　涼太          ｲｿﾀﾞ ﾘｮｳﾀ           信州大              大3         

 4 学中国   640 北御門真也          ｷﾀﾐｶﾄﾞ ｼﾝﾔ          山口大              大4         

 5 学九州   753 宮澤　祐太          ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ           鹿屋体育大          大4         

 6 学中国   581 大坪　弘基          ｵｵﾂﾎﾞ ｺｳｷ           岡山大              大4         

 7 学関東   220 髙井　雄也          ﾀｶｲ ﾕｳﾔ             東京工業大          大1         

 8 学関西   482 愛甲　浩喜          ｱｲｺｳ ﾋﾛｷ            京都大              大3         

 9 学九州   685 齋藤　　匠          ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ            九州大              大2         


