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 1組
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 4 学関東   100 佐々　成之          ｻｯｻ ｼｹﾞﾕｷ           東京大              大2         

 5 学関東   204 山口　勝己          ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾐ           防衛大              大4         

 6 学関西   388 長島　昂平          ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ          大阪教育大          大1         
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 2組
 1

 2 学九州   716 野田　伊織          ﾉﾀﾞ ｲｵﾘ             佐賀大              大2 棄権

 3 学中国   644 本薗　尚悟          ﾓﾄｿﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ         山口大              大2         

 4 学中国   649 加瀬　海斗          ｶｾ ｶｲﾄ              山口大              大1         

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

 6 学北部   805 中村　　丞          ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｮｳ           東北大              大3         

 7 学中部   326 仙田　涼馬          ｾﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾏ           金沢大              大4         

 8 学関西   402 井上浩太朗          ｲﾉｳｴ ｺｳﾀﾛｳ          大阪大              大4         

 9

 3組
 1 学九州   791 大坪　周平          ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾍｲ         名桜大              大1         

 2 学中部   335 花岡　慶弥          ﾊﾅｵｶ ｹｲﾔ            金沢大              大1         

 3 学関東    48 内藤　大智          ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ            横浜国立大          大1         

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

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

 6 学中国   606 長谷川　遼          ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ           広島大              大3         

 7 学関西   489 松村　遼平          ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ          京都大              大3 棄権

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

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

 4組
 1 学関西   496 柳瀬　航太          ﾔﾅｾ ｺｳﾀ             京都大              大3         

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

 3 学関西   408 三輪　琢哉          ﾐﾜ ﾀｸﾔ              大阪大              大4         

 4 学関西   450 恵田　寧人          ｴﾀﾞ ﾈｲﾄ             神戸大              大1         

 5 学北部   840 中川　卓眞          ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ           北海道大            大3         

 6 学関西   492 武永　　駿          ﾀｹﾅｶﾞ ｼｭﾝ           京都大              大3         

 7 学関西   410 大谷　翔吾          ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ          大阪大              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 学中部   372 伊藤　　渉          ｲﾄｳ ｼｮｳ             新潟大              大1         

 5組
 1 学中国   647 近藤　潤一          ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ        山口大              大2         

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

 3 学中国   594 行徳　克斗          ｷﾞｮｳﾄｸ ｶﾂﾄ          岡山大              大1         

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

 5 学関東    95 秋野　広佑          ｱｷﾉ ｺｳｽｹ            東京大              大3         

 6 学中部   332 髙木　翔太          ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ           金沢大              大2         

 7 学中部   369 生駒晃太朗          ｲｺﾏ ｺｳﾀﾛｳ           新潟大              大2         

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

 9 学北部   883 田中　　椋          ﾀﾅｶ ﾘｮｳ             弘前大              大2         
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 6組
 1 学関東    93 牧野　勇登          ﾏｷﾉ ﾕｳﾄ             東京大              大3         

 2 学中部   263 山下　晃一          ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ           名古屋大            大3         

 3 学関東   162 大田　光生          ｵｵﾀ ｺｳｾｲ            東京海洋大          大2         

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

 5 学関東   187 松尾　勇太          ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ             千葉大              大2         

 6 学関西   536 牛尾　海斗          ｳｼｵ ｶｲﾄ             大阪府立大          大2         

 7 学中国   591 田之上将太          ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ           岡山大              大2         

 8 学関西   433 中川　啓介          ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ          大阪市立大          大2         

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

 7組
 1 学中国   605 森川　滉介          ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ           広島大              大3         

 2 学中国   635 川島　優太          ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀ            海上保安大学校      大1         

 3 学関西   522 黒田　仁哉          ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ           滋賀大              大1         

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

 5 学関東   140 藤井　勇大          ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ          筑波大              大1         

 6 学九州   752 梶谷　一樹          ｶｼﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ          鹿屋体育大          大4         

 7 学中国   670 口羽　雅晴          ｸﾁﾊﾞ ﾏｻﾊﾙ           松江工業高専        大1         

 8 学関西   521 藤本　　稜          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ           滋賀大              大2         

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

 8組
 1 学中部   296 岡野　達海          ｵｶﾉ ﾀﾂﾐ             静岡大              大4         

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

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

 4 学九州   749 齋藤　優作          ｻｲﾄｳ ﾕｳｻｸ           鹿屋体育大          大4         

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

 6 学九州   765 古賀圭一郎          ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ          鹿屋体育大          大1         

 7 学関西   459 平瀬　　曉          ﾋﾗｾ ｱｷﾗ             京都工繊大          大3         

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

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

 9組
 1 学中国   557 松村　俊輝          ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｷ            徳島大              大1         

 2 学九州   729 白石　雄樹          ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ            鹿児島大            大1         

 3 学中国   592 國本　大海          ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ            岡山大              大1         

 4 学九州   741 佐保　光祐          ｻﾎ ｺｳｽｹ             琉球大              大4         

 5 学中国   577 田中皐太郎          ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ           島根大              大2         

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

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

 8 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         

 9 学関東   182 岩崎　晃士          ｲﾜｻｷ ｺｳｼﾞ           千葉大              大4         


