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 3 学関東    27 日野　凱斗 ﾋﾉ ｶｲﾄ   電気通信大 大2

 4 学関東   218 中江　　悠 ﾅｶｴ ﾕｳ   千葉大 大3

 5 学関西   471 縄手　孝央 ﾅﾜﾃ ﾀｶﾋﾛ   大阪大 大2
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 2組
 0 学関東   137 大森　直毅 ｵｵﾓﾘ ﾅｵｷ   東京農工大 大1

 1 学北部   969 池口　純規 ｲｹｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｷ   北海道大 大3

 2 学北部   994 鈴木　拓実 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ   秋田大 大2

 3 学中部   325 須川　清諒 ｽｶﾞﾜ ｷﾖｱｷ   岐阜大 大3

 4 学関東   151 加藤綜一郎 ｶﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ   一橋大 大4

 5 学関東   201 立木　友之 ﾀﾁｷ ﾄﾓﾕｷ   東京海洋大 大2

 6 学北部   992 福原　一輝 ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞｷ   秋田大 大3

 7 学関西   446 松浦　智仁 ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓﾋﾄ   大阪教育大 大2

 8 学関東     7 小宮山文太 ｺﾐﾔﾏ ﾌﾞﾝﾀ   東京学芸大 大2
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 3組
 0 学関西   577 吉田　歩貴 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕｷ   滋賀大 大3

 1 学中国   740 堀内　建輔 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝｽｹ   海上保安大 大4

 2 学中国   744 須佐　仁平 ｽｻ ｼﾞﾝﾍﾟｲ   海上保安大 大2

 3 学関東   200 黒川　翔太 ｸﾛｶﾜ ｼｮｳﾀ   東京海洋大 大2

 4 学関西   641 吉岡　拓朗 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾛｳ   滋賀医科大 大2

 5 学中部   418 玉田　泰雅 ﾀﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ   名古屋工業大 大2

 6 学関西   615 高見健大朗 ﾀｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ   兵庫県立大 大3

 7 学中部   424 川村　清都 ｶﾜﾑﾗ ｷﾖﾄ   新潟大 大1

 8 学中部   401 畑野　良将 ﾊﾀﾉ ﾖｼﾏｻ   富山大 大1

 9 学関西   520 小杉　　真 ｺｽｷﾞ ﾏｺﾄ   京都工繊大 大3

 4組
 0 学関東   121 和泉　貴也 ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾔ   東京大 大3

 1 学中部   395 山岸　拓実 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｸﾐ   富山大 大4

 2 学中部   307 久保　　翔 ｸﾎﾞ ｼｮｳ   名古屋大 大1

 3 学中部   386 亀田　健太 ｶﾒﾀﾞ ｹﾝﾀ   福井大 大3

 4 学関東   246 平野　　司 ﾋﾗﾉ ﾂｶｻ   東京工業大 大2

 5 学関東   249 三田村和志 ﾐﾀﾑﾗ ｶｽﾞｼ   東京工業大 大3

 6 学中部   371 蔵　　健将 ｸﾗ ｹﾝｼｮｳ   金沢大 大3

 7 学中部   340 天野　耕希 ｱﾏﾉ ｺｳｷ   静岡大 大2

 8 学関西   590 松井　僚汰 ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾀ   大阪府立大 大4

 9 学北部   964 横井　　信 ﾖｺｲ ﾏｺﾄ   北海道大 大4

 5組
 0 学関東    59 野原　渉矢 ﾉﾊﾗ ｼｮｳﾔ   横浜国立大 大1

 1 学関西   470 植野　譲公 ｳｴﾉ ﾏｻﾕｷ   大阪大 大2

 2 学関東   250 木内　豪士 ｷｳﾁ ﾀｹｼ   東京工業大 大3

 3 学関東   124 石井　　了 ｲｼｲ ﾘｮｳ   東京大 大1

 4 学関東    45 濱本　宜輝 ﾊﾏﾓﾄ ﾖｼｷ   横浜国立大 大3

 5 学九州   814 大庭　康平 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾍｲ   長崎大 大3

 6 学中部   341 鈴木　広人 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ   静岡大 大2

 7 学関東   287 富山　稜平 ﾄﾐﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ   山梨大 大2

 8 学中部   409 牧内　佑介 ﾏｷｳﾁ ﾕｳｽｹ   信州大 大2

 9 学関東   110 酒井　　諒 ｻｶｲ ﾘｮｳ   東京大 大4
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 6組
 0 学中国   786 福田　隼也 ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾔ   松江工業高専 大1

 1 学北部   931 宮田　賢優 ﾐﾔﾀ ﾖｼﾋﾛ   東北大 大3

 2 学中部   397 土屋　尚也 ﾂﾁﾔ ﾅｵﾔ   富山大 大4

 3 学関東   142 日川　涼雅 ﾋｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ   東京農工大 大1

 4 学関東    10 小林　侑平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ   東京学芸大 大2

 5 学関東    12 西原　　翼 ﾆｼﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ   東京学芸大 大2

 6 学関西   500 平松　亮祐 ﾋﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ   神戸大 大2

 7 学中国   707 下宮　秀斗 ｼﾓﾐﾔ ｼｭｳﾄ   広島大 大3

 8 学中部   338 高田　亮介 ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ   静岡大 大3

 9 学中国   710 平野　一貴 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ   広島大 大3

 7組
 0 学九州   918 吉田　空平 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ   名桜大 大3

 1 学中部   304 篠田　北斗 ｼﾉﾀﾞ ﾎｸﾄ   名古屋大 大1

 2 学関西   536 愛甲　浩喜 ｱｲｺｳ ﾋﾛｷ   京都大 大4

 3 学中国   785 小松原隆介 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｭｳｽｹ        松江工業高専 大1

 4 学九州   798 小野　友輔 ｵﾉ ﾕｳｽｹ   九州大 大4

 5 学関西   539 山口　航平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ   京都大 大4

 6 学中国   693 柳　　知希 ﾔﾅｷﾞ ﾄﾓｷ   岡山大 大1

 7 学関東    64 永田　淳武 ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾑ   埼玉大 大4

 8 学北部   940 宮岸　太一 ﾐﾔｷﾞｼ ﾀｲﾁ   東北大 大1

 9 学中部   308 黒須　　諒 ｸﾛｽ ﾘｮｳ   名古屋大 大1

 8組
 0 学中国   673 大森祐太朗 ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾀﾛｳ   島根大 大3

 1 学北部   955 牧　　海平 ﾏｷ ｶｲﾍｲ   北海道大 大4

 2 学九州   822 牧　慶士郎 ﾏｷ ｹｲｼﾛｳ   熊本大 大3

 3 学関東    47 山崎　雅幸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ   横浜国立大 大4

 4 学九州   885 脇園　　樹 ﾜｷｿﾞﾉ ｲﾂｷ   鹿屋体育大 大4

 5 学関東   166 小島　淳平 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ        筑波大 大3

 6 学九州   802 齋藤　　匠 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ   九州大 大3

 7 学関東    93 倉林　拓矢 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ   首都大 大2

 8 学中部   429 若林龍之介 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ       新潟大 大1

 9 学関東    65 望月　佐夢 ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾑ   埼玉大 大4

 9組
 0 学関西   526 田中　一成 ﾀﾅｶ ｲｯｾｲ   和歌山大 大3

 1 学関東   275 岡野　　廉 ｵｶﾉ ﾚﾝ   群馬大 大2

 2 学関西   507 峯浦　　楽 ﾐﾈｳﾗ ﾗｸ   神戸大 大1

 3 学関西   439 小山圭一郎 ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ   大阪教育大 大4

 4 学関東   167 戸澤　潤也 ﾄｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ   筑波大 大3

 5 学九州   887 田渕　寛大 ﾀﾌﾞﾁ ｶﾝﾀ   鹿屋体育大 大4

 6 学中国   653 川角　洸介 ｶﾜｽﾐ ｺｳｽｹ   愛媛大 大4

 7 学関西   465 坂本　瑞樹 ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ   大阪大 大3

 8 学関西   555 舩木　敢大 ﾌﾅｷ ｶﾝﾀ   京都大 大1

 9 学関東    28 小野　　兼 ｵﾉ ｹﾝ   電気通信大 大1

10組
 0 学九州   807 神代　直輝 ｸﾏｼﾛ ﾅｵｷ   九州大 大2

 1 学北部   937 浅野　航佑 ｱｻﾉ ｺｳｽｹ   東北大 大2

 2 学関西   482 神岡　大己 ｶﾐｵｶ ﾀﾞｲｷ   大阪市立大 大4

 3 学中国   690 早﨑　翔紀 ﾊﾔｻｷ ｼｮｳｷ   岡山大 大2

 4 学関東   158 大久保琳太郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ   筑波大 大4

 5 学中部   405 磯田　涼太 ｲｿﾀﾞ ﾘｮｳﾀ   信州大 大4

 6 学関西   496 山田　凌平 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ   神戸大 大4

 7 学中部   330 高松　海斗 ﾀｶﾏﾂ ｶｲﾄ   岐阜大 大2

 8 学関東    76 吉田　考希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ   埼玉大 大2

 9 学中部   421 園田　俊哉 ｿﾉﾀﾞ ｼｭﾝﾔ   新潟大 大3


