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 1組
 0

 1

 2    75 群馬大 学関東

ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲ 大学

  277 鳥屋　綾斗 ﾄﾘﾔ ｱﾔﾄ 大1

  276 古川　竣介 ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 大1

  278 小川　耕世 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 大1

  272 川島　　淳 ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝ 大4

 3    18 横浜国立大 学関東

ﾖｺｺｸﾀﾞｲ 大学

   52 中里慎太郎 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 大1

   59 野原　渉矢 ﾉﾊﾗ ｼｮｳﾔ 大1

   44 濵田　颯太 ﾊﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 大3

   53 山下　　翼 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 大2

 4   268 山形大 学北部

ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  946 髙橋　　猛 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 大1

  948 須藤　智貴 ｽﾄｳ ﾉﾘﾀｹ 大1

  947 板垣　拓夢 ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾛﾑ 大1

  950 末永　広祐 ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 大1

 5     3 東京学芸大 学関東

ｶﾞｸｹﾞｲ 大学

    2 鈴木　真央 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 大4

   10 小林　侑平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ 大2

    9 高林耕之朗 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 大1

   12 西原　　翼 ﾆｼﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 大2

 6    12 横浜市立大 学関東

ﾖｺﾊﾏｼﾀﾞｲ 大学

   35 星野　莉輝 ﾎｼﾉ ﾘｷ 大1

   33 吾郷　　遼 ｱｺﾞｳ ﾘｮｳ 大2

   30 石本直偉士 ｲｼﾓﾄ ﾅｲﾄ 大4

   29 新井隆之介 ｱﾗｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 大4

 7    77 高崎経済大 学関東

ﾀｶｹｲ 大学

  282 奥山　雄介 ｵｸﾔﾏ ﾕｳｽｹ 大3

  284 竹本　健人 ﾀｹﾓﾄ ｹﾝﾄ 大2

  281 武藤　光輝 ﾑﾄｳ ﾐﾂｷ 大3

  285 千田　紘平 ﾁﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大1

 8

 9
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 2組
 0    28 首都大 学関東

ｼｭﾄﾀﾞｲ 大学

   89 齋藤　嗣朗 ｻｲﾄｳ ｼﾛｳ 大3

   87 矢沢　泰雅 ﾔｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 大3

   88 野木　実佑 ﾉｷﾞ ﾐﾕｳ 大3

   94 関井　大輔 ｾｷｲ ﾀﾞｲｽｹ 大2

 1   232 熊本大 学九州

ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ 大学

  826 岩永　稜人 ｲﾜﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ 大1

  827 山下玲於奈 ﾔﾏｼﾀ ﾚｵﾅ 大1

  828 河田　陸大 ｶﾜﾀ ﾘｸﾄ 大1

  824 森　　皓亮 ﾓﾘ ﾃﾙｱｷ 大3

 2   171 奈良県立医大 学関西

ﾅﾗｲﾀﾞｲ 大学

  607 厚主　健太 ｺｳﾇｼ ｹﾝﾀ 大2

  603 三木　秀晃 ﾐｷ ﾋﾃﾞｱｷ 大5

  604 中島　　一 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 大5

  608 田代　隼大 ﾀｼﾛ ﾊﾔﾄ 大1

 3   117 新潟大 学中部

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  425 小林　京平 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 大2

  421 園田　俊哉 ｿﾉﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 大3

  429 若林龍之介 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 大1

  422 生駒晃太朗 ｲｺﾏ ｺｳﾀﾛｳ 大3

 4   229 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

  814 大庭　康平 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾍｲ 大3

  817 大渡　功晟 ｵｵﾜﾀﾘ ｺｳｾｲ 大1

  818 伊野拳太朗 ｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 大2

 5   161 奈良教育大 学関西

ﾅﾗｷｮｳ 大学

  569 郡司　拓実 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｸﾐ 大3

  571 桃井　優太 ﾓﾓｲ ﾕｳﾀ 大2

  568 岡本　貴大 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 大3

  572 吉本　圭汰 ﾖｼﾓﾄ ｹｲﾀ 大1

 6   111 富山大 学中部

ﾄﾔﾏﾀﾞｲｶﾞ 大学

  396 藤田　睦生 ﾌｼﾞﾀ ﾑﾂｷ 大4

  399 齊藤　　圭 ｻｲﾄｳ ｹｲ 大1

  400 門脇　正知 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾀﾞﾁｶ 大1

  398 後藤　大河 ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ 大3

 7    52 東京海洋大 学関東

ｶｲﾖｳﾀﾞｲ 大学

  194 有泉　亮佑 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 大4

  200 黒川　翔太 ｸﾛｶﾜ ｼｮｳﾀ 大2

  201 立木　友之 ﾀﾁｷ ﾄﾓﾕｷ 大2

  199 東富　隆馬 ﾄｳﾄﾐ ﾘｭｳﾏ 大1

 8   238 大分大 学九州

ｵｵｲﾀﾀﾞｲ 大学

  848 大石　和孝 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾀｶ 大3

  845 豊福　雅浩 ﾄﾖﾌｸ ﾏｻﾋﾛ 大3

  850 荒井　駿平 ｱﾗｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 大2

  847 堀　　英大 ﾎﾘ ｴｲﾀﾞｲ 大3

 9   241 鹿児島大 学九州

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ 大学

  857 白石　雄樹 ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ 大2

  856 谷口　悠也 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 大3

  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
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 3組
 0    64 防衛大 学関東

ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ 大学

  234 秋山　翔吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 大3

  236 工藤慎一朗 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大3

  233 奥山　悠地 ｵｸﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 大4

  238 松本　佑介 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 大1

 1    82 名古屋大 学中部

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 大学

  294 本木　聖也 ﾓﾄｷ ｾｲﾔ 大3

  304 篠田　北斗 ｼﾉﾀﾞ ﾎｸﾄ 大1

  300 則次　恒輝 ﾉﾘﾂｸﾞ ｺｳｷ 大2

  303 山田　直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 大1

 2   247 宮崎大 学九州

ﾐﾔｻﾞｷﾀﾞｲ 大学

  869 木村　航也 ｷﾑﾗ ｺｳﾔ 大1

  868 栂野　壱式 ﾄｶﾞﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 大3

  870 伊藤　章博 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 大1

  867 松室　明渡 ﾏﾂﾑﾛ ｱｷﾄ 大3

 3    67 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

  248 小川原魁人 ｵｶﾞﾜﾊﾗ ｶｲﾄ 大3

  247 山本　蒔恩 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾝ 大3

  253 松島　諒汰 ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳﾀ 大2

 4    88 岐阜大 学中部

ｷﾞﾌﾀﾞｲ 大学

  332 近藤　倫教 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾉﾘ 大2

  330 高松　海斗 ﾀｶﾏﾂ ｶｲﾄ 大2

  334 真野　暉大 ﾏﾉ ｱｷﾄ 大1

  327 近藤　晃矢 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾔ 大3

 5    39 東京農工大 学関東

ﾉｳｺｳﾀﾞｲ 大学

  132 川瀬源太郎 ｶﾜｾ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大2

  142 日川　涼雅 ﾋｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ 大1

  134 松原　忠弘 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 大2

  138 蓮池　駿斗 ﾊｽｲｹ ﾊﾔﾄ 大2

 6   235 佐賀大 学九州

ｻｶﾞﾀﾞｲ 大学

  838 松岡　祐馬 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 大1

  832 河津　大地 ｶﾜﾂﾞ ﾀﾞｲﾁ 大6

  839 太田　広夢 ｵｵﾀ ﾋﾛﾑ 大1

  835 坪内　　豊 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ 大3

 7   210 高知大 学中国

ｺｳﾁﾀﾞｲ 大学

  736 佐古田　優 ｻｺﾀﾞ ﾕｳ 大2

  739 湯口　勝也 ﾕｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 大1

  737 道端　智紀 ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 大2

  735 豊田　裕也 ﾄﾖﾀ ﾕｳﾔ 大3

 8    90 静岡大 学中部

ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ 大学

  339 成瀬　開斗 ﾅﾙｾ ｶｲﾄ 大2

  338 高田　亮介 ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 大3

  340 天野　耕希 ｱﾏﾉ ｺｳｷ 大2

  342 柳原　慎吾 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 大1

 9   224 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
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 4組
 0   278 秋田大 学北部

ｱｷﾀﾀﾞｲ 大学

  990 村岡　孝義 ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾖｼ 大2

  992 福原　一輝 ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞｷ 大3

  991 鈴木　太悟 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 大2

  993 成田　圭佑 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 大3

 1   154 京都大 学関西

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学

  550 藤本　雄磨 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 大3

  554 川嶋　凌哉 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾔ 大2

  543 和田竜太朗 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大3

  542 高野　　淳 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ 大4

 2   195 岡山大 学中国

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学

  687 古賀　　颯 ｺｶﾞ ﾊﾔﾃ 大3

  690 早﨑　翔紀 ﾊﾔｻｷ ｼｮｳｷ 大2

  684 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 大3

  688 田之上将太 ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 大3

 3   201 広島大 学中国

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学

  705 白石　亮平 ｼﾗｲｼ ﾘｮｳﾍｲ 大4

  706 安芸　祐作 ｱｷ ﾕｳｻｸ 大4

  702 森川　滉介 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ 大4

  703 長谷川　遼 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 大4

 4   123 大阪教育大 学関西

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学

  442 白石　航平 ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ 大3

  439 小山圭一郎 ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 大4

  447 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 大2

  449 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 大1

 5   272 北海道大 学北部

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学

  968 山﨑　　仁 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ 大3

  955 牧　　海平 ﾏｷ ｶｲﾍｲ 大4

  972 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 大2

  962 福岡　大河 ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ 大4

 6   164 滋賀大 学関西

ｼｶﾞﾀﾞｲ 大学

  574 横山　大輝 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 大4

  577 吉田　歩貴 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕｷ 大3

  575 熊本　旭寿 ｸﾏﾓﾄ ｱｷﾋｻ 大4

  578 北川　友貴 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 大3

 7    22 埼玉大 学関東

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ 大学

   69 高橋　速斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 大2

   76 吉田　考希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 大2

   74 内田　健登 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ 大2

   73 金坂　和真 ｶﾈｻｶ ｶｽﾞﾏ 大2

 8   264 東北大 学北部

ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ 大学

  938 星野祐一郎 ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大1

  937 浅野　航佑 ｱｻﾉ ｺｳｽｹ 大2

  936 木幡　活彦 ｺﾊﾀ ｶﾂﾋｺ 大1

  930 永作　太一 ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ 大2

 9   284 弘前大 学北部

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学

 1000 田中　　椋 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 大3

 1001 鈴村　隆介 ｽｽﾞﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ 大2

 1002 小林　俊哉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ 大2

 1003 新井田大輝 ﾆｲﾀﾞ ﾀｲｷ 大2
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 5組
 0   148 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

  526 田中　一成 ﾀﾅｶ ｲｯｾｲ 大3

  531 五藤　　廉 ｺﾞﾄｳ ﾚﾝ 大1

  527 大橋　亮也 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ 大3

 1    98 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

  357 小鷹　　慎 ｺﾀｶ ｼﾝ 大3

  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

 2   217 山口大 学中国

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学

  760 林　　大介 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 大3

  766 鈴木　晴仁 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 大1

  763 高橋　　穣 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ 大3

  764 宮本　康介 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ 大2

 3   170 大阪府立大 学関西

ﾌﾀﾞｲ 大学

  596 奥田　悠介 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大1

  590 松井　僚汰 ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾀ 大4

  588 林田　風汰 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾌｳﾀ 大4

  593 牛尾　海斗 ｳｼｵ ｶｲﾄ 大3

 4   252 鹿屋体育大 学九州

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学

  895 黒川　真吾 ｸﾛｶﾜ ｼﾝｺﾞ 大2

  887 田渕　寛大 ﾀﾌﾞﾁ ｶﾝﾀ 大4

  901 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ 大1

  886 岡本　匡史 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ 大4

 5    34 東京大 学関東

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  115 井ノ本　快 ｲﾉﾓﾄ ｶｲ 大4

  124 石井　　了 ｲｼｲ ﾘｮｳ 大1

  108 今村　史悠 ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ 大4

  114 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ 大4

 6   207 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

  721 浪尾大二郎 ﾅﾐｵ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 大3

  720 公門　岳曉 ｷﾐｶﾄﾞ ﾀｶｱｷ 大4

  723 西山　亮平 ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 大3

 7   104 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

  370 安井　康平 ﾔｽｲ ｺｳﾍｲ 大4

  381 蘭　　雄大 ｱﾗﾗｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 大1

  379 川本　莉久 ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ 大2

 8   114 名古屋工業大 学中部

ﾒｲｺｳﾀﾞｲ 大学

  419 齋藤　　匠 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 大2

  417 吉武倫太郎 ﾖｼﾀｹ ﾘﾝﾀﾛｳ 大2

  416 望月　大輝 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲｷ 大3

  414 神谷　岳児 ｶﾐﾔ ﾀｹﾙ 大3

 9   187 愛媛大 学中国

ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大学

  659 大政　勝喜 ｵｵﾏｻ ﾏｻｷ 大1

  653 川角　洸介 ｶﾜｽﾐ ｺｳｽｹ 大4

  655 橋堀　亮太 ﾊｼﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾀ 大3

  660 宮本　侑磨 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ 大1
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 6組
 0     9 電気通信大 学関東

ﾃﾞﾝﾂｳﾀﾞｲ 大学

   22 大里　則人 ｵｵｻﾄ ﾉﾘﾋﾄ 大3

   28 小野　　兼 ｵﾉ ｹﾝ 大1

   24 石井　孝明 ｲｼｲ ｺｳﾒｲ 大3

   25 馬原　愛斗 ﾏﾊﾗ ｱｲﾄ 大2

 1    58 千葉大 学関東

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  221 郷　　祐馬 ｺﾞｳ ﾕｳﾏ 大2

  222 佐藤　　航 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 大2

  210 西　　秀貴 ﾆｼ ﾋﾃﾞﾀｶ 大3

  217 宮嵜　拓海 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 大2

 2   227 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

  797 岩原　将吾 ｲﾜﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 大3

  796 宮崎　郁弥 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 大4

  802 齋藤　　匠 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 大3

 3   129 大阪大 学関西

ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大学

  460 吉村　　承 ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ 大3

  465 坂本　瑞樹 ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 大3

  472 髙橋　裕汰 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 大1

  464 植村　泰拓 ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 大3

 4    46 筑波大 学関東

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  177 安井　健斗 ﾔｽｲ ｹﾝﾄ 大1

  166 小島　淳平 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大3

  169 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 大2

  174 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 大1

 5   135 大阪市立大 学関西

ｲﾁﾀﾞｲ 大学

  485 河野　大悟 ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 大3

  482 神岡　大己 ｶﾐｵｶ ﾀﾞｲｷ 大4

  481 高橋浩太朗 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 大4

  488 重村　　優 ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ 大2

 6   141 神戸大 学関西

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大学

  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

  506 西田　和也 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 大2

  501 倉田　和俊 ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ 大3

 7   113 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

  405 磯田　涼太 ｲｿﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 大4

  407 小幡　祐暉 ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 大2

  408 宮下　裕基 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ 大2

 8   288 北海道教育大 学北部

ﾎｯｷｮｳﾀﾞｲ 大学

 1014 斉藤　成龍 ｻｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 大1

 1011 中谷　亮太 ﾅｶﾔ ﾘｮｳﾀ 大4

 1012 長内　駿宏 ｵｻﾅｲ ﾄｼﾋﾛ 大4

 1013 西川原啓太 ﾆｼｶﾜﾗ ｹｲﾀ 大4

 9   258 名桜大 学九州

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大学

  919 井上　天心 ｲﾉｳｴ ﾃﾝｼﾝ 大2

  918 吉田　空平 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大3

  917 中村　結城 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 大2

  920 小田原将吾 ｵﾀﾞﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 大2


