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 1組
 0    76 高崎経済大 学関東

ﾀｶｹｲ 大学

  281 武藤　光輝 ﾑﾄｳ ﾐﾂｷ 大3

  283 柳田　優吾 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 大2

  285 千田　紘平 ﾁﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大1

  284 竹本　健人 ﾀｹﾓﾄ ｹﾝﾄ 大2

 1    73 群馬大 学関東

ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲ 大学

  272 川島　　淳 ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝ 大4

  274 加藤　佑弥 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 大3

  270 石野　雅樹 ｲｼﾉ ﾏｻｷ 大4

  271 矢尻　瑛久 ﾔｼﾞﾘ ｱｷﾋｻ 大4

 2   223 福岡教育大 学九州

ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  789 宮本　彬生 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｵ 大3

  790 岩本　　陽 ｲﾜﾓﾄ ﾖｳ 大2

  788 宮崎信之介 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 大2

  791 松島　惇晃 ﾏﾂｼﾏ ｱﾂｷ 大1

 3    56 千葉大 学関東

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  224 大塚　弘也 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾔ 大1

  223 徳原　　陸 ﾄｸﾊﾗ ﾘｸ 大1

  220 青井　日向 ｱｵｲ ﾋｭｳｶﾞ 大2

  209 大西　皓介 ｵｵﾆｼ ｺｳｽｹ 大4

 4    26 首都大 学関東

ｼｭﾄﾀﾞｲ 大学

   95 永吉雪之介 ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｷﾉｽｹ 大2

   87 矢沢　泰雅 ﾔｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 大3

   90 福山　　肇 ﾌｸﾔﾏ ｱﾗﾀ 大3

   88 野木　実佑 ﾉｷﾞ ﾐﾕｳ 大3

 5    43 一橋大 学関東

ﾋﾄﾂﾊﾞｼ 大学

  153 八木原悠太 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ 大2

  148 八鍬　昴輝 ﾔｸﾜ ﾄﾓｷ 大4

  149 宮島　大知 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 大4

  150 相原　慶太 ｱｲﾊﾗ ｹｲﾀ 大4

 6    10 横浜市立大 学関東

ﾖｺﾊﾏｼﾀﾞｲ 大学

   30 石本直偉士 ｲｼﾓﾄ ﾅｲﾄ 大4

   33 吾郷　　遼 ｱｺﾞｳ ﾘｮｳ 大2

   36 岩田　琉汰 ｲﾜﾀ ﾘｭｳﾀ 大1

   29 新井隆之介 ｱﾗｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 大4

 7     1 東京学芸大 学関東

ｶﾞｸｹﾞｲ 大学

    6 日野　薫平 ﾋﾉ ｸﾝﾍﾟｲ 大2

    1 黒野　　翼 ｸﾛﾉ ﾂﾊﾞｻ 大4

    3 水越　勇人 ﾐｽﾞｺｼ ﾊﾔﾄ 大4

    9 高林耕之朗 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 大1

 8    70 茨城大 学関東

ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ 大学

  261 佐藤　世良 ｻﾄｳ ｾﾗ 大3

  262 五十嵐理州 ｲｶﾗｼ ﾘｼｭｳ 大3

  263 齋藤　宏史 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 大2

  264 渡邊　知哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 大2
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 2組
 0   112 信州大 学中部

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ 大学

  406 佐伯　俊輔 ｻｴｷ ｼｭﾝｽｹ 大4

  408 宮下　裕基 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ 大2

  409 牧内　佑介 ﾏｷｳﾁ ﾕｳｽｹ 大2

  410 高木　秀斗 ﾀｶｷﾞ ｼｭｳﾄ 大1

 1   211 海上保安大 学中国

ｶｲﾎﾀﾞｲ 大学

  741 西野　和季 ﾆｼﾉ ｶｽﾞｷ 大3

  746 川島　優太 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀ 大2

  742 山本　　陽 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾅﾐ 大3

  743 西小野英瑠 ﾆｼｵﾉ ｴｲﾙ 大3

 2   115 新潟大 学中部

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  422 生駒晃太朗 ｲｺﾏ ｺｳﾀﾛｳ 大3

  427 水上　大河 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｲｶﾞ 大1

  421 園田　俊哉 ｿﾉﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 大3

  428 樋山　　睦 ﾋﾔﾏ ﾄﾓ 大1

 3   183 徳島大 学中国

ﾄｸｼﾏﾀﾞｲ 大学

  651 松村　俊輝 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｷ 大2

  649 近藤　亨一 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 大3

  648 辰巳　尚展 ﾀﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ 大4

  650 綾　　敏希 ｱﾔ ﾄｼｷ 大1

 4   248 琉球大 学九州

ﾘｭｳｷｭｳﾀﾞ 大学

  876 平良　碩紹 ﾀｲﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ 大2

  879 片山　　翼 ｶﾀﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 大2

  877 栗原　大輔 ｸﾘﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 大2

  875 藤井　洋樹 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｷ 大4

 5    62 防衛大 学関東

ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ 大学

  238 松本　佑介 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 大1

  240 北原　裕士 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼ 大2

  237 白木　海斗 ｼﾗｷ ｶｲﾄ 大1

  236 工藤慎一朗 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大3

 6   221 高知工科大 学中国

ｺｳﾁｺｳｶﾀﾞ 大学

  783 矢野　智久 ﾔﾉ ﾄﾓﾋｻ 大1

  778 菰田　誉大 ｺﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 大3

  779 西村　　駿 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝ 大3

  781 中原　雄太 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ 大2

 7   267 山形大 学北部

ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  948 須藤　智貴 ｽﾄｳ ﾉﾘﾀｹ 大1

  950 末永　広祐 ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 大1

  947 板垣　拓夢 ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾛﾑ 大1

  946 髙橋　　猛 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 大1

 8   276 秋田大 学北部

ｱｷﾀﾀﾞｲ 大学

  991 鈴木　太悟 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 大2

  994 鈴木　拓実 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 大2

  993 成田　圭佑 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 大3

  990 村岡　孝義 ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾖｼ 大2

 9    20 埼玉大 学関東

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ 大学

   68 西原　大輝 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｷ 大2

   73 金坂　和真 ｶﾈｻｶ ｶｽﾞﾏ 大2

   72 山迫　武瑠 ﾔﾏｻｺ ﾀｹﾙ 大2

   66 熊谷　拓実 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ 大4
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 3組
 0   228 長崎大 学九州

ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ 大学

  815 久保田健斗 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ 大3

  818 伊野拳太朗 ｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 大2

  817 大渡　功晟 ｵｵﾜﾀﾘ ｺｳｾｲ 大1

  814 大庭　康平 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾍｲ 大3

 1    38 東京農工大 学関東

ﾉｳｺｳﾀﾞｲ 大学

  138 蓮池　駿斗 ﾊｽｲｹ ﾊﾔﾄ 大2

  142 日川　涼雅 ﾋｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ 大1

  136 野村　風人 ﾉﾑﾗ ｶｻﾞﾄ 大2

  139 宮坂　祐希 ﾐﾔｻｶ ﾕｳｷ 大2

 2   245 宮崎大 学九州

ﾐﾔｻﾞｷﾀﾞｲ 大学

  868 栂野　壱式 ﾄｶﾞﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 大3

  869 木村　航也 ｷﾑﾗ ｺｳﾔ 大1

  871 久山　真海 ﾋｻﾔﾏ ﾏｻﾐ 大1

  867 松室　明渡 ﾏﾂﾑﾛ ｱｷﾄ 大3

 3   146 和歌山大 学関西

ﾜﾀﾞｲ 大学

  525 小梶　琢也 ｺｶｼﾞ ﾀｸﾔ 大4

  531 五藤　　廉 ｺﾞﾄｳ ﾚﾝ 大1

  530 植田　悠斗 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 大2

  527 大橋　亮也 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ 大3

 4   256 名桜大 学九州

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大学

  921 大坪　周平 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾍｲ 大2

  919 井上　天心 ｲﾉｳｴ ﾃﾝｼﾝ 大2

  922 佐藤　　快 ｻﾄｳ ｶｲ 大1

  917 中村　結城 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 大2

 5   185 愛媛大 学中国

ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大学

  656 杉谷　大樹 ｽｷﾞﾀﾆ ﾋﾛｷ 大3

  658 石崎　　翔 ｲｼｻﾞｷ ｶｹﾙ 大3

  657 矢野　秀一 ﾔﾉ ｼｭｳｲﾁ 大3

  654 大西　伊吹 ｵｵﾆｼ ｲﾌﾞｷ 大3

 6    50 東京海洋大 学関東

ｶｲﾖｳﾀﾞｲ 大学

  196 大田　光生 ｵｵﾀ ｺｳｾｲ 大3

  195 奈良井　奨 ﾅﾗｲ ｼｮｳ 大4

  197 佐藤　創一 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ 大3

  194 有泉　亮佑 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 大4

 7    65 東京工業大 学関東

ﾄｳｺｳﾀﾞｲ 大学

  252 岡野　　響 ｵｶﾉ ﾋﾋﾞｷ 大1

  253 松島　諒汰 ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳﾀ 大2

  255 山崎　　輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾙ 大1

  247 山本　蒔恩 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾝ 大3

 8    78 山梨大 学関東

ﾔﾏﾅｼﾀﾞｲ 大学

  286 時岡　　匠 ﾄｷｵｶ ﾀｸﾐ 大3

  288 白鳥　拓郎 ｼﾗﾄﾘ ﾀｸﾛｳ 大1

  287 富山　稜平 ﾄﾐﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 大2

  289 稲葉　大周 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｼｭｳ 大1

 9   230 熊本大 学九州

ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ 大学

  823 森田　恭矢 ﾓﾘﾀ ﾕｷﾔ 大3

  825 高山虎之介 ﾀｶﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 大2

  828 河田　陸大 ｶﾜﾀ ﾘｸﾄ 大1

  826 岩永　稜人 ｲﾜﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ 大1
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 4組
 0    89 静岡大 学中部

ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ 大学

  338 高田　亮介 ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 大3

  342 柳原　慎吾 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 大1

  340 天野　耕希 ｱﾏﾉ ｺｳｷ 大2

  339 成瀬　開斗 ﾅﾙｾ ｶｲﾄ 大2

 1     7 電気通信大 学関東

ﾃﾞﾝﾂｳﾀﾞｲ 大学

   25 馬原　愛斗 ﾏﾊﾗ ｱｲﾄ 大2

   22 大里　則人 ｵｵｻﾄ ﾉﾘﾋﾄ 大3

   26 遠藤　　丈 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 大3

   24 石井　孝明 ｲｼｲ ｺｳﾒｲ 大3

 2   193 岡山大 学中国

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学

  688 田之上将太 ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 大3

  689 國本　大海 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ 大2

  692 川原　大雅 ｶﾜﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 大1

  685 星島　貴志 ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ 大3

 3   205 香川大 学中国

ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ 大学

  722 中西　弘晃 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ 大3

  720 公門　岳曉 ｷﾐｶﾄﾞ ﾀｶｱｷ 大4

  721 浪尾大二郎 ﾅﾐｵ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 大3

  723 西山　亮平 ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 大3

 4   191 島根大 学中国

ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学

  670 小高　稜平 ｵﾀﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ 大3

  669 深谷　考平 ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ 大5

  675 田中皐太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 大3

  677 平田　隆一 ﾋﾗﾀ ﾘｭｳｲﾁ 大2

 5   168 大阪府立大 学関西

ﾌﾀﾞｲ 大学

  593 牛尾　海斗 ｳｼｵ ｶｲﾄ 大3

  588 林田　風汰 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾌｳﾀ 大4

  589 服部励太郎 ﾊｯﾄﾘ ﾚｲﾀﾛｳ 大3

  594 徳永　海斗 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ 大3

 6   152 京都大 学関西

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学

  545 柳瀬　航太 ﾔﾅｾ ｺｳﾀ 大4

  542 高野　　淳 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ 大4

  543 和田竜太朗 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大3

  538 松村　遼平 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 大4

 7    16 横浜国立大 学関東

ﾖｺｺｸﾀﾞｲ 大学

   47 山崎　雅幸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 大4

   54 内藤　大智 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ 大2

   53 山下　　翼 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 大2

   49 神田　莉央 ｶﾝﾀﾞ ﾘｵ 大3

 8   289 室蘭工業大 学北部

ﾑﾛｺｳﾀﾞｲ 大学

 1018 細谷　拓未 ﾎｿﾔ ﾀｸﾐ 大4

 1021 南原　太蒼 ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾀｲｿﾞｳ 大1

 1022 二門　　永 ﾆｶﾄﾞ ﾊﾙｶ 大1

 1020 佐藤　将弥 ｻﾄｳ ﾏｻﾔ 大2

 9    80 名古屋大 学中部

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 大学

  303 山田　直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 大1

  296 山下　晃一 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ 大4

  302 是永　琢斗 ｺﾚﾅｶﾞ ﾀｸﾄ 大2

  290 森原　晃平 ﾓﾘﾊﾗ ｺｳﾍｲ 大4
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 5組
 0   262 東北大 学北部

ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ 大学

  927 髙橋　裕介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 大4

  932 杉山　成実 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾙﾐ 大3

  939 水野　泰平 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾍｲ 大1

  930 永作　太一 ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ 大2

 1    86 岐阜大 学中部

ｷﾞﾌﾀﾞｲ 大学

  327 近藤　晃矢 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾔ 大3

  329 竹内　裕哉 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ 大1

  317 改田　　修 ｶｲﾀﾞ ｵｻﾑ 大4

  323 堂本　恭兵 ﾄﾞｳﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 大3

 2    96 愛知教育大 学中部

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  358 宮本　悠矢 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 大2

  360 松井　彰太 ﾏﾂｲ ｼｮｳﾀ 大1

  359 竹内　聡汰 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ 大2

  357 小鷹　　慎 ｺﾀｶ ｼﾝ 大3

 3   162 滋賀大 学関西

ｼｶﾞﾀﾞｲ 大学

  579 藤本　　稜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 大3

  580 黒田　仁哉 ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ 大2

  578 北川　友貴 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 大3

  581 佐々木亜留 ｻｻｷ ｱﾙ 大1

 4   250 鹿屋体育大 学九州

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学

  888 小林　祐馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 大4

  889 佐貫　省吾 ｻﾇｷ ｼｮｳｺﾞ 大4

  898 可徳　圭秀 ｶﾄｸ ﾖｼﾋﾃﾞ 大2

  899 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 大1

 5   102 金沢大 学中部

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大学

  377 安井　優介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ 大2

  379 川本　莉久 ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ 大2

  373 髙木　翔太 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 大3

  370 安井　康平 ﾔｽｲ ｺｳﾍｲ 大4

 6   233 佐賀大 学九州

ｻｶﾞﾀﾞｲ 大学

  834 重松　誠弥 ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲﾔ 大3

  835 坪内　　豊 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ 大3

  838 松岡　祐馬 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 大1

  837 石田　友輝 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 大2

 7   121 大阪教育大 学関西

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学

  449 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 大1

  447 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 大2

  440 片山幸士郎 ｶﾀﾔﾏ ｺｳｼﾛｳ 大3

  448 中嶋　和志 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｼ 大2

 8   180 滋賀医科大 学関西

ｼｶﾞｲｶﾀﾞｲ 大学

  639 赤井　奎太 ｱｶｲ ｹｲﾀ 大5

  635 古田　　諒 ﾌﾙﾀ ｻﾄｼ 大5

  637 高内　拓海 ﾀｶｳﾁ ﾀｸﾐ 大5

  640 足立　壮伸 ｱﾀﾞﾁ ﾓﾘﾉﾌﾞ 大1

 9   215 山口大 学中国

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学

  766 鈴木　晴仁 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 大1

  761 近藤　潤一 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大2

  765 加瀬　海斗 ｶｾ ｶｲﾄ 大2

  764 宮本　康介 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ 大2
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 6組
 0   239 鹿児島大 学九州

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ 大学

  853 福岡　瑠青 ﾌｸｵｶ ﾘｭｳｾｲ 大4

  854 澤本伸之輔 ｻﾜﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 大4

  857 白石　雄樹 ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ 大2

  858 東　　遼大 ﾋｶﾞｼ ﾊﾙﾄ 大2

 1   199 広島大 学中国

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学

  703 長谷川　遼 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 大4

  713 井尻　大晴 ｲｼﾞﾘ ﾀｲｾｲ 大1

  702 森川　滉介 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ 大4

  706 安芸　祐作 ｱｷ ﾕｳｻｸ 大4

 2   139 神戸大 学関西

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大学

  508 門　　隆一 ｶﾄﾞ ﾘｭｳｲﾁ 大1

  497 森　　圭祐 ﾓﾘ ｹｲｽｹ 大4

  496 山田　凌平 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 大4

  501 倉田　和俊 ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ 大3

 3   133 大阪市立大 学関西

ｲﾁﾀﾞｲ 大学

  486 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 大2

  488 重村　　優 ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ 大2

  484 中川　啓介 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 大3

  489 中川　大輔 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大1

 4    44 筑波大 学関東

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  169 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 大2

  160 坂田　真輝 ｻｶﾀ ﾏｻｷ 大4

  165 向中野元気 ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ 大3

  173 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ 大1

 5   270 北海道大 学北部

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学

  972 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 大2

  963 佐々木建晟 ｻｻｷ ｹﾝｾｲ 大2

  973 須田　大輝 ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 大1

  962 福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ 大4

 6    32 東京大 学関東

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  113 秋野　広佑 ｱｷﾉ ｺｳｽｹ 大4

  108 今村　史悠 ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ 大4

  111 市川将太朗 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大4

  114 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 大4

 7   225 九州大 学九州

ｷｭｳﾀﾞｲ 大学

  803 中川　義健 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ 大2

  795 小田　尚也 ｵﾀﾞ ﾅｵﾔ 大4

  797 岩原　将吾 ｲﾜﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 大3

  802 齋藤　　匠 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 大3

 8   127 大阪大 学関西

ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大学

  472 髙橋　裕汰 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 大1

  458 大谷　翔吾 ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 大4

  460 吉村　　承 ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ 大3

  464 植村　泰拓 ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 大3

 9   282 弘前大 学北部

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学

 1003 新井田大輝 ﾆｲﾀﾞ ﾀｲｷ 大2

 1000 田中　　椋 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 大3

 1002 小林　俊哉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ 大2

 1001 鈴村　隆介 ｽｽﾞﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ 大2


