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 1組
 1

 2

 3

 4 学九州   759 生田　航介          ｲｸﾀ ｺｳｽｹ            鹿屋体育大          大2         

 5 学関東   158 髙林遼太朗          ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ       東京海洋大          大3         

 6 学関東    24 石井　孝明          ｲｼｲ ｺｳﾒｲ            電気通信大          大2         

 7 学関東    26 遠藤　　丈          ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ           電気通信大          大2         

 8

 9

 2組
 1 学関東   232 石野　雅樹          ｲｼﾉ ﾏｻｷ             群馬大              大3         

 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 学関東   216 五十嵐　翔          ｲｶﾞﾗｼ ｼｮｳ           東京工業大          大1         

 4 学関東   119 相原　慶太          ｱｲﾊﾗ ｹｲﾀ            一橋大              大3         

 5 学関東    87 中村　麻也          ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ             東京大              大4         

 6 学関東   117 内田　裕士          ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼ            一橋大              大4         

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

 8 学九州   682 野元　渚生          ﾉﾓﾄ ｼｮｳ             九州大              大2         

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

 3組
 1 学関東    31 石本直偉士          ｲｼﾓﾄ ﾅｲﾄ            横浜市立大          大3         

 2 学北部   857 石黒　頌明          ｲｼｸﾞﾛ ｺｳﾒｲ          岩手大              大2         

 3 学中部   301 鍋野　航平          ﾅﾍﾞﾉ ｺｳﾍｲ           三重大              大3         

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

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

 6 学関西   428 松田　龍祐          ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ          大阪市立大          大4         

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

 8 学関東    32 橋本　歩人          ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾄ            横浜市立大          大2         

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

 4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 学中国   629 伊崎真一郎          ｲｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ         鳥取大              大2         

 3 学九州   743 杉野翔太郎          ｽｷﾞﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ         琉球大              大1         

 4 学九州   697 伊野拳太朗          ｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ            長崎大              大1         

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

 6 学関西   485 渡邉　雄平          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ          京都大              大4         

 7 学九州   728 澤本伸之輔          ｻﾜﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ          鹿児島大            大3         

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

 9 学関西   407 松浦　　拓          ﾏﾂｳﾗ ﾀｸ             大阪大              大4         

 5組
 1 学関東   207 渡部　聖統          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｽﾐ          防衛大              大3         

 2 学関東    77 関井　大輔          ｾｷｲ ﾀﾞｲｽｹ           首都大              大1         

 3 学関東     7 日野　薫平          ﾋﾉ ｸﾝﾍﾟｲ            東京学芸大          大1         

 4 学九州   674 宮本　彬生          ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｵ            福岡教育大          大2         

 5 学中部   257 竹中　悠祐          ﾀｹﾅｶ ﾕｳｽｹ           名古屋大            大3         

 6 学関東   219 松島　諒汰          ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳﾀ           東京工業大          大1         

 7 学関東     1 黒野　　翼          ｸﾛﾉ ﾂﾊﾞｻ            東京学芸大          大3         

 8 学関東    45 ﾚｲｴｽﾗｳｽﾃｨﾝ          ﾚｲｴｽ ﾗｳｽﾃｨﾝ         横浜国立大          大2         

 9 学関東   186 川辺愼太郎          ｶﾜﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ          千葉大              大2         
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 6組
 1 学関西   519 長岡　正大          ﾅｶﾞｵｶ ｼｮｳﾀ          滋賀大              大2         

 2 学関東   178 今井進太郎          ｲﾏｲ ｼﾝﾀﾛｳ           東京外国語大        大4         

 3 学中国   662 西村　　駿          ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝ            高知工科大          大2         

 4 学関西   449 倉田　和俊          ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ           神戸大              大2         

 5 学関西   486 二村　成彦          ﾆﾑﾗ ﾅﾙﾋｺ            京都大              大4         

 6 学中部   317 竹内　聡汰          ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ            愛知教育大          大1         

 7 学中国   646 林　　大介          ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ           山口大              大2         

 8 学中部   358 佐伯　俊輔          ｻｴｷ ｼｭﾝｽｹ           信州大              大3         

 9 学関西   462 若林　奎人          ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ          京都工繊大          大3         

 7組
 1 学関西   415 植村　泰拓          ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ           大阪大              大2         

 2 学関西   520 北川　友貴          ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ           滋賀大              大2         

 3 学中国   561 明神　貴羅          ﾐｮｳｼﾞﾝ ﾀｶﾗ          愛媛大              大3         

 4 学九州   717 石田　友輝          ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ            佐賀大              大1         

 5 学中国   556 鳥取　賢人          ﾄｯﾄﾘ ｹﾝﾄ            徳島大              大2         

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

 7 学中国   614 住吉　勇樹          ｽﾐﾖｼ ﾕｳｷ            広島大              大2         

 8 学中国   655 ウイニング将        ｳｲﾆﾝｸﾞ ｼｮｰﾝ         県立広島大          大3         

 9 学中国   633 西小野英瑠          ﾆｼｵﾉ ｴｲﾙ            海上保安大学校      大2         

 8組
 1 学中部   359 小幡　祐暉          ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｷ            信州大              大1         

 2 学中国   584 小杉　裕康          ｺｽｷﾞ ﾋﾛﾔｽ           岡山大              大3         

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

 4 学中国   667 森岡　璃久          ﾓﾘｵｶ ﾘｸ             松江工業高専        大1         

 5 学中部   333 江端　航希          ｴﾊﾞﾀ ｺｳｷ            金沢大              大2         

 6 学関東   190 宮嵜　拓海          ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ           千葉大              大1         

 7 学中国   560 大西　伊吹          ｵｵﾆｼ ｲﾌﾞｷ           愛媛大              大2         

 8 学九州   714 重松　誠弥          ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲﾔ           佐賀大              大2         

 9 学九州   715 坪内　　豊          ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ           佐賀大              大2         

 9組
 1 学中部   314 小鷹　　慎          ｺﾀｶ ｼﾝ              愛知教育大          大2         

 2 学関西   403 西畑　　穣          ﾆｼﾊﾞﾀ ｼﾞｮｳ          大阪大              大4         

 3 学関西   552 服部　　仁          ﾊｯﾄﾘ ｼﾞﾝ            和歌山県医大        大1         

 4 学九州   735 井上　　翔          ｲﾉｳｴ ｼｮｳ            宮崎大              大3         

 5 学関東    28 新井隆之介          ｱﾗｲ ﾘｭｳﾉｽｹ          横浜市立大          大3         

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

 7 学中国   630 小松　聖史          ｺﾏﾂ ｻﾄｼ             高知大              大3         

 8 学北部   861 山口　浩平          ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ          秋田大              大6         

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

10組
 1 学関東     3 雨宮　広明          ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｱｷ           東京学芸大          大4         

 2 学中部   336 安井　優介          ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ            金沢大              大1         

 3 学関東   129 坂田　真輝          ｻｶﾀ ﾏｻｷ             筑波大              大3         

 4 学関東    96 政本　郁海          ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ            東京大              大3         

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

 6 学九州   755 岡本　匡史          ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ            鹿屋体育大          大3         

 7 学中国   671 亀田　翔矢          ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾔ           阿南工業高専        大2         

 8 学北部   896 西川原啓太          ﾆｼｶﾜﾗ ｹｲﾀ           北海道教育大        大3         

 9 学北部   822 加藤　　大          ｶﾄｳ ﾀﾞｲ             山形大              大4         
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11組
 1 学関西   471 大橋　亮也          ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ           和歌山大            大2         

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

 3 学中部   328 中村　怜央          ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ             金沢大              大4         

 4 学関東   126 佐藤　勝亮          ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ            筑波大              大3         

 5 学中国   589 星島　貴志          ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ            岡山大              大2         

 6 学関東    71 木下　俊輝          ｷﾉｼﾀ ﾄｼｷ            首都大              大3         

 7 学関東   212 木田　健斗          ｷﾀﾞ ｹﾝﾄ             東京工業大          大4         

 8 学関東   180 井上　　優          ｲﾉｳｴ ﾕｳ             東京外国語大        大1         

 9 学北部   798 三瓶　悠斗          ｻﾝﾍﾟｲ ﾕｳﾄ           福島大              大3         

12組
 1 学北部   838 小牧　凌也          ｺﾏｷ ﾘｮｳﾔ            北海道大            大4         

 2 学関西   508 徳永　　凱          ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ            京都教育大          大2         

 3 学関西   440 佐伯　義樹          ｻｴｷ ﾖｼｷ             神戸大              大4         

 4 学中国   625 中西　弘晃          ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ           香川大              大2         

 5 学中国   574 堆　　裕貴          ｱｸﾂ ﾕｳｷ             島根大              大2         

 6 学北部   847 堀合孝太郎          ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ          北海道大            大1         

 7 学関西   494 高野　　淳          ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ            京都大              大3         

 8 学北部   833 土生圭一郎          ﾊﾌﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ          北海道大            大4         

 9 学関東   134 向中野元気          ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ         筑波大              大2         


