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 1組
 1

 2

 3    21 埼玉大              学関東         

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ             大学

 4   121 大阪大              学関西         

ｵｵｻｶﾀﾞｲ             大学

 5    55 千葉大              学関東         

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ              大学

 6   192 山口大              学中国         

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ            大学

 7    34 東京農工大          学関東         

ﾉｳｺｳﾀﾞｲ             大学

 8

 9
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 2組
 1    25 首都大              学関東         

ｼｭﾄﾀﾞｲ              大学

 2   160 大阪府立大          学関西         

ｵｵｻｶﾌﾀﾞｲ            大学

 3   145 京都大              学関西         

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ             大学

 4   109 新潟大              学中部         

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ            大学

 5   115 大阪教育大          学関西         

ﾀﾞｲｷｮｳ              大学

 6     5 東京学芸大          学関東         

ｶﾞｸｹﾞｲ              大学

 7   148 京都教育大          学関西         

ｷｮｳｷｮｳ              大学

 8   182 広島大              学中国         

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ             大学

 9   139 和歌山大            学関西         

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学
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 3組
 1    12 横浜市立大          学関東         

ﾖｺﾊﾏｼﾀﾞｲ            大学

 2   214 大分大              学九州         

ｵｵｲﾀﾀﾞｲ             大学

 3   167 愛媛大              学中国         

ｴﾋﾒﾀﾞｲ              大学

 4   262 弘前大              学北部         

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ             大学

 5   228 鹿屋体育大          学九州         

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

 6    93 愛知教育大          学中部         

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ            大学

 7   250 北海道大            学北部         

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ             大学

 8   220 鹿児島大            学九州         

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ            大学

 9   256 秋田大              学北部         

ｱｷﾀﾀﾞｲ              大学
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 4組
 1    31 東京大              学関東         

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ            大学

 2   154 滋賀大              学関西         

ｼｶﾞﾀﾞｲ              大学

 3   244 山形大              学北部         

ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ            大学

 4   234 名桜大              学九州         

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ             大学

 5    41 筑波大              学関東         

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

 6   176 岡山大              学中国         

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

 7   130 神戸大              学関西         

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ             大学

 8    84 岐阜大              学中部         

ｷﾞﾌﾀﾞｲ              大学

 9   205 長崎大              学九州         

ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ            大学


