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 1組
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 3 学九州   867 松室　明渡          ﾏﾂﾑﾛ ｱｷﾄ            宮崎大              大3         

 4 学九州   805 松田　昂大          ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ          九州大              大2         

 5 学九州   819 御手洗　仁          ﾐﾀﾗｲ ﾋﾄｼ            長崎大              大1         
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 2組
 0

 1 学関東   120 佐々　成之          ｻｯｻ ｼｹﾞﾕｷ           東京大              大3         

 2 学関東    53 山下　　翼          ﾔﾏｼﾀ ﾂﾊﾞｻ           横浜国立大          大2         

 3 学関東   281 武藤　光輝          ﾑﾄｳ ﾐﾂｷ             高崎経済大          大3         

 4 学関西   555 舩木　敢大          ﾌﾅｷ ｶﾝﾀ             京都大              大1         

 5 学関東   139 宮坂　祐希          ﾐﾔｻｶ ﾕｳｷ            東京農工大          大2         

 6 学関東    33 吾郷　　遼          ｱｺﾞｳ ﾘｮｳ            横浜市立大          大2         

 7 学関東   119 栗原　　健          ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｼ            東京大              大2         

 8 学九州   801 佐藤　　凌          ｻﾄｳ ﾘｮｳ             九州大              大3         
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 3組
 0 学北部   956 佐藤　靖浩          ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ            北海道大            大4         

 1 学中部   307 久保　　翔          ｸﾎﾞ ｼｮｳ             名古屋大            大1         

 2 学北部   966 藤生　智大          ﾌｼﾞｵ ﾁﾋﾛ            北海道大            大2         

 3 学関西   537 太皷地健一郎        ﾀｲｺﾁﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ        京都大              大4         

 4 学中国   704 星野　雄亮          ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ            広島大              大4         

 5 学北部   958 小原　　康          ｵﾊﾞﾗ ｼｽﾞｶ           北海道大            大4         

 6 学関東   123 網野　京勢          ｱﾐﾉ ｷｮｳｾｲ           東京大              大2         

 7 学関西   467 松田　幸大          ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ           大阪大              大2         

 8 学関西   463 南野　貴行          ﾅﾝﾉ ﾀｶﾕｷ            大阪大              大3         

 9 学関東   245 樋口　凌平          ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ          東京工業大          大3         

 4組
 0 学九州   833 松岡　涼太          ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳﾀ           佐賀大              大4         

 1 学関東     5 増田　光佑          ﾏｽﾀﾞ ｺｳｽｹ           東京学芸大          大1         

 2 学関東   273 西田　修平          ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ          群馬大              大3         

 3 学中部   428 樋山　　睦          ﾋﾔﾏ ﾄﾓ              新潟大              大1         

 4 学関西   546 平林　隆誠          ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ        京都大              大3         

 5 学中国   713 井尻　大晴          ｲｼﾞﾘ ﾀｲｾｲ           広島大              大1         

 6 学北部  1010 山田　竜雅          ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ          札幌医科大          大3         

 7 学関西   580 黒田　仁哉          ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ           滋賀大              大2         

 8 学中国   758 本薗　尚悟          ﾓﾄｿﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ         山口大              大3         

 9 学北部   935 北　　智輝          ｷﾀ ﾄﾓｷ              東北大              大2         

 5組
 0 学中国   747 金子　慧星          ｶﾈｺ ｹｲｾｲ            海上保安大          大1         

 1 学中部   329 竹内　裕哉          ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ            岐阜大              大1         

 2 学九州   797 岩原　将吾          ｲﾜﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ          九州大              大3         

 3 学中国   756 池田　　駿          ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝ            山口大              大4         

 4 学関東   246 平野　　司          ﾋﾗﾉ ﾂｶｻ             東京工業大          大2         

 5 学中部   400 門脇　正知          ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾀﾞﾁｶ         富山大              大1         

 6 学関東   277 鳥屋　綾斗          ﾄﾘﾔ ｱﾔﾄ             群馬大              大1         

 7 学中部   417 吉武倫太郎          ﾖｼﾀｹ ﾘﾝﾀﾛｳ          名古屋工業大        大2         

 8 学関西   502 石井　　快          ｲｼｲ ｶｲ              神戸大              大2         

 9 学九州   870 伊藤　章博          ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ            宮崎大              大1         
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 6組
 0 学関東    24 石井　孝明          ｲｼｲ ｺｳﾒｲ            電気通信大          大3         

 1 学中国   731 加藤　翔太          ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ            鳥取大              大1         

 2 学九州   849 鈴木　彰馬          ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ           大分大              大2         

 3 学北部   939 水野　泰平          ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾍｲ           東北大              大1         

 4 学関西   499 高見　維吹          ﾀｶﾐ ｲﾌﾞｷ            神戸大              大4         

 5 学中部   380 川本　　天          ｶﾜﾓﾄ ﾃﾝ             金沢大              大1         

 6 学関東    97 小林　航大          ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ           首都大              大1         

 7 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         

 8 学関東     2 鈴木　真央          ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ           東京学芸大          大4         

 9 学関東   153 八木原悠太          ﾔｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ           一橋大              大2         

 7組
 0 学中部   298 鈴木　浩平          ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ           名古屋大            大3         

 1 学関東    73 金坂　和真          ｶﾈｻｶ ｶｽﾞﾏ           埼玉大              大2         

 2 学中国   654 大西　伊吹          ｵｵﾆｼ ｲﾌﾞｷ           愛媛大              大3         

 3 学中国   691 行徳　克斗          ｷﾞｮｳﾄｸ ｶﾂﾄ          岡山大              大2         

 4 学九州   893 田崎　竜成          ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ           鹿屋体育大          大3         

 5 学中部   317 改田　　修          ｶｲﾀﾞ ｵｻﾑ            岐阜大              大4         

 6 学関東    64 永田　淳武          ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾑ            埼玉大              大4         

 7 学関西   578 北川　友貴          ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ           滋賀大              大3         

 8 学中部   339 成瀬　開斗          ﾅﾙｾ ｶｲﾄ             静岡大              大2         

 9 学中国   721 浪尾大二郎          ﾅﾐｵ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ         香川大              大3         

 8組
 0 学関西   473 宗利　昌哉          ﾑﾈﾄｼ ﾏｻﾔ            大阪大              大1         

 1 学関東    13 本間　貴楽          ﾎﾝﾏ ﾀｶﾗ             東京学芸大          大1         

 2 学中部   373 髙木　翔太          ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ           金沢大              大3         

 3 学中国   675 田中皐太郎          ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ           島根大              大3         

 4 学関東   161 山田　泰也          ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ            筑波大              大4         

 5 学九州   902 戸田　亮真          ﾄﾀﾞ ﾘｮｳﾏ            鹿屋体育大          大1         

 6 学中部   405 磯田　涼太          ｲｿﾀﾞ ﾘｮｳﾀ           信州大              大4         

 7 学中国   680 山下　大輔          ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ          岡山大              大6         

 8 学中部   422 生駒晃太朗          ｲｺﾏ ｺｳﾀﾛｳ           新潟大              大3         

 9 学関東   170 宮村有樹彦          ﾐﾔﾑﾗ ﾕｷﾋｺ           筑波大              大2         

 9組
 0 学関西   490 小峯　力輝          ｺﾐﾈ ﾘｷ              大阪市立大          大2         

 1 学関西   569 郡司　拓実          ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｸﾐ           奈良教育大          大3         

 2 学九州   789 宮本　彬生          ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｵ            福岡教育大          大3         

 3 学中部   370 安井　康平          ﾔｽｲ ｺｳﾍｲ            金沢大              大4         

 4 学関東   174 石井　瑛章          ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ            筑波大              大1         

 5 学中国   706 安芸　祐作          ｱｷ ﾕｳｻｸ             広島大              大4         

 6 学中国   689 國本　大海          ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ            岡山大              大2         

 7 学北部   938 星野祐一郎          ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ          東北大              大1         

 8 学関西   484 中川　啓介          ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ          大阪市立大          大3         

 9 学関西   445 徳永　海偉          ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ            大阪教育大          大1         


