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 1組
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 3 学九州   804 原井　大地 ﾊﾗｲ ﾀﾞｲﾁ   九州大 大3

 4 学中部   423 井上　倫瑠 ｲﾉｳｴ ﾐﾁﾙ   新潟大 大3

 5 学中部   352 平野　直樹 ﾋﾗﾉ ﾅｵｷ   名古屋市立大 大1
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 2組
 0

 1 学九州   850 荒井　駿平 ｱﾗｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ   大分大 大2

 2 学九州   920 小田原将吾 ｵﾀﾞﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ   名桜大 大2

 3 学北部   990 村岡　孝義 ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾖｼ   秋田大 大2

 4 学北部   949 熊谷　統弥 ｸﾏｶﾞｲ ﾄｳﾔ   山形大 大1

 5 学九州   793 藤原　圭吾 ﾌｼﾞﾊﾗ ｹｲｺﾞ   九州工業大 大3

 6 学関西   616 坂本　陽彩 ｻｶﾓﾄ ﾋｲﾛ   兵庫県立大 大1

 7 学九州   846 東木　亮太 ﾄｳｷ ﾘｮｳﾀ   大分大 大4

 8 学関西   575 熊本　旭寿 ｸﾏﾓﾄ ｱｷﾋｻ   滋賀大 大4

 9

 3組
 0 学中部   388 街道　俊介 ｶｲﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ   福井大 大1

 1 学中部   375 佐藤　　樹 ｻﾄｳ ﾀﾂｷ   金沢大 大3

 2 学中部   291 澤田　憲人 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ   名古屋大 大4

 3 学中部   318 宮西　勇太 ﾐﾔﾆｼ ﾕｳﾀ   岐阜大 大4

 4 学中部   293 原田　勇也 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ   名古屋大 大4

 5 学中国   745 上田橋怜央 ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ ﾚｵ   海上保安大 大2

 6 学関西   568 岡本　貴大 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ   奈良教育大 大3

 7 学中国   759 岩本　征樹 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ   山口大 大3

 8 学中部   320 児玉　文督 ｺﾀﾞﾏ ﾌﾐﾄ   岐阜大 大4

 9 学関東    30 石本直偉士 ｲｼﾓﾄ ﾅｲﾄ   横浜市立大 大4

 4組
 0 学関西   463 南野　貴行 ﾅﾝﾉ ﾀｶﾕｷ   大阪大 大3

 1 学北部   970 津崎　朝輝 ﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ   北海道大 大1

 2 学関西   505 竹本　佳永 ﾀｹﾓﾄ ﾖｼﾅｶﾞ   神戸大 大1

 3 学北部   933 三上　聖央 ﾐｶﾐ ﾏｻﾋﾛ   東北大 大3

 4 学関東   134 松原　忠弘 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ   東京農工大 大2

 5 学関東   152 前原　聡太 ﾏｴﾊﾗ ｿｳﾀ   一橋大 大4

 6 学関西   592 鍔本　純也 ﾂﾊﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ   大阪府立大 大4

 7 学関西   574 横山　大輝 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｷ   滋賀大 大4

 8 学関西   462 山田　智也 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ   大阪大 大2

 9 学関東   117 神谷　啓介 ｶﾐﾔ ｹｲｽｹ   東京大 大2

 5組
 0 学関東    86 横田　　剛 ﾖｺﾀ ｺﾞｳ   首都大 大4

 1 学中国   657 矢野　秀一 ﾔﾉ ｼｭｳｲﾁ   愛媛大 大3

 2 学中部   347 鍋野　航平 ﾅﾍﾞﾉ ｺｳﾍｲ   三重大 大4

 3 学中部   436 岡本　健太 ｵｶﾓﾄ ｹﾝﾀ   福井県立大 大2

 4 学関東   198 小竹　多聞 ｺﾀｹ ﾀﾓﾝ   東京海洋大 大3

 5 学関西   541 西島　魁人 ﾆｼｼﾞﾏ ｶｲﾄ   京都大 大3

 6 学中部   301 坂庭　悠太 ｻｶﾆﾜ ﾕｳﾀ   名古屋大 大2

 7 学北部   991 鈴木　太悟 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ   秋田大 大2

 8 学関西   614 土井　共生 ﾄﾞｲ ﾄﾓｷ   兵庫県立大 大3

 9 学関東   232 井田平八郎 ｲﾀﾞ ﾍｲﾊﾁﾛｳ   防衛大 大4
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 6組
 0 学関西   606 中原　啓貴 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｷ   奈良県立医大 大3

 1 学関西   636 吉田　耕輔 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ   滋賀医科大 大6

 2 学九州   825 高山虎之介 ﾀｶﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ   熊本大 大2

 3 学関東    78 岩田　脩吾 ｲﾜﾀ ｼｭｳｺﾞ   埼玉大 大1

 4 学関東    48 深澤孝太朗 ﾌｶｻﾜ ｺｳﾀﾛｳ   横浜国立大 大4

 5 学関東    67 渡辺　誠也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ   埼玉大 大3

 6 学九州   816 末長　弘基 ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｷ   長崎大 大1

 7 学中部   410 高木　秀斗 ﾀｶｷﾞ ｼｭｳﾄ   信州大 大1

 8 学関西   473 宗利　昌哉 ﾑﾈﾄｼ ﾏｻﾔ   大阪大 大1

 9 学九州   875 藤井　洋樹 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｷ   琉球大 大4

 7組
 0 学関東   244 村上　　駿 ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝ   東京工業大 大4

 1 学九州   808 石井　悠真 ｲｼｲ ﾕｳﾏ   九州大 大1

 2 学九州   839 太田　広夢 ｵｵﾀ ﾋﾛﾑ   佐賀大 大1

 3 学北部  1017 有馬　　希 ｱﾘﾏ ﾉｿﾞﾐ   岩手県立大 大1

 4 学中国   732 山田　翔太 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ   鳥取大 大1

 5 学中国   737 道端　智紀 ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ   高知大 大2

 6 学九州   833 松岡　涼太 ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳﾀ   佐賀大 大4

 7 学関西   553 玉川　久嗣 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾋｻｼ   京都大 大2

 8 学関東   116 近澤　璃希 ﾁｶｻﾞﾜ ﾘｷ   東京大 大3

 9 学中国   724 堀江将一朗 ﾎﾘｴ ｼｮｳｲﾁﾛｳ   香川大 大2

 8組
 0 学関東   164 森山　将大 ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ   筑波大 大3

 1 学関東   241 古谷　　淳 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝ   防衛大 大1

 2 学関東    44 濵田　颯太 ﾊﾏﾀﾞ ｿｳﾀ   横浜国立大 大3

 3 学中部   422 生駒晃太朗 ｲｺﾏ ｺｳﾀﾛｳ   新潟大 大3

 4 学中国   753 末田　充生 ｽｴﾀ ﾐﾂｵ   山口大 大4

 5 学関東   281 武藤　光輝 ﾑﾄｳ ﾐﾂｷ   高崎経済大 大3

 6 学中部   407 小幡　祐暉 ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｷ   信州大 大2

 7 学関東    58 松川　晃己 ﾏﾂｶﾜ ｺｳｷ   横浜国立大 大1

 8 学北部   989 松世　朔哉 ﾏﾂﾖ ｻｸﾔ   秋田大 大4

 9 学関東   247 山本　蒔恩 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾝ   東京工業大 大3

 9組
 0 学関西   594 徳永　海斗 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ   大阪府立大 大3

 1 学関西   498 魚住　周平 ｳｵｽﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ   神戸大 大4

 2 学中部   334 真野　暉大 ﾏﾉ ｱｷﾄ   岐阜大 大1

 3 学関東    74 内田　健登 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ   埼玉大 大2

 4 学九州   892 野﨑　　充 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ   鹿屋体育大 大3

 5 学九州   796 宮崎　郁弥 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾔ   九州大 大4

 6 学中部   381 蘭　　雄大 ｱﾗﾗｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ   金沢大 大1

 7 学北部   956 佐藤　靖浩 ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ   北海道大 大4

 8 学関西   588 林田　風汰 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾌｳﾀ   大阪府立大 大4

 9 学関東    91 江草　俊作 ｴｸﾞｻ ｼｭﾝｻｸ   首都大 大3

10組
 0 学中国   763 高橋　　穣 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ   山口大 大3

 1 学中国   683 中市　聖人 ﾅｶｲﾁ ﾏｻﾄ   岡山大 大4

 2 学中国   674 加藤　大輝 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ   島根大 大3

 3 学九州   823 森田　恭矢 ﾓﾘﾀ ﾕｷﾔ   熊本大 大3

 4 学関東   163 中園　優作 ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｻｸ   筑波大 大3

 5 学九州   901 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ   鹿屋体育大 大1

 6 学関西   506 西田　和也 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ   神戸大 大2

 7 学関東   216 藤田　湧登 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ   千葉大 大2

 8 学中国   725 開原　健太 ｶｲﾊﾗ ｹﾝﾀ   香川大 大1

 9 学中国   727 伊﨑真一郎 ｲｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ   鳥取大 大3
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11組
 0 学関東   235 有嶋　貴裕 ｱﾘｼﾏ ﾀｶﾋﾛ   防衛大 大4

 1 学関西   481 高橋浩太朗 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ   大阪市立大 大4

 2 学北部   967 宮村　元希 ﾐﾔﾑﾗ ｹﾞﾝｷ   北海道大 大3

 3 学関西   447 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ   大阪教育大 大2

 4 学関東   168 猪狩　雄哉 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ   筑波大 大3

 5 学中国   684 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ   岡山大 大3

 6 学中部   360 松井　彰太 ﾏﾂｲ ｼｮｳﾀ   愛知教育大 大1

 7 学北部   946 髙橋　　猛 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ   山形大 大1

 8 学九州   917 中村　結城 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ   名桜大 大2

 9 学中国   655 橋堀　亮太 ﾊｼﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾀ   愛媛大 大3


