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 1組
 0

 1 学関東   212 平林　大樹          ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ         千葉大              大3         

 2 学関東    79 渡邉　　舜          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ           埼玉大              大1         

 3 学九州   836 野田　伊織          ﾉﾀﾞ ｲｵﾘ             佐賀大              大3         

 4 学中国   708 林　　圭亮          ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ            広島大              大3         

 5 学中国   787 溝木　隆太          ﾐｿﾞｷ ﾘｭｳﾀ           阿南工業高専        大2         

 6 学中部   376 花岡　慶弥          ﾊﾅｵｶ ｹｲﾔ            金沢大              大2         

 7 学関東   149 宮島　大知          ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ          一橋大              大4         
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 2組
 0 学中国   703 長谷川　遼          ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ           広島大              大4         

 1 学関東    77 高橋　賢信          ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ           埼玉大              大1         

 2 学関西   466 時任　晃成          ﾄｷﾄｳ ｺｳｾｲ           大阪大              大2         

 3 学関西   503 恵田　寧人          ｴﾀﾞ ﾈｲﾄ             神戸大              大2         

 4 学関東   254 内藤　悠貴          ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ            東京工業大          大2         

 5 学九州   921 大坪　周平          ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾍｲ         名桜大              大2         

 6 学中国   671 竹内　健悟          ﾀｹｳﾁ ｹﾝｺﾞ           島根大              大4         

 7 学関東    71 竹内　　昴          ﾀｹｳﾁ ｽﾊﾞﾙ           埼玉大              大2         

 8 学北部   961 木内壮一朗          ｷｳﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ          北海道大            大3         

 9 学北部   929 中村　　丞          ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｮｳ           東北大              大4         

 3組
 0 学北部   959 中川　卓眞          ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ           北海道大            大4         

 1 学関東   214 松尾　勇太          ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ             千葉大              大3         

 2 学関西   626 森島　悠貴          ﾓﾘｼﾏ ﾕｳｷ            京都府立医大        大1         

 3 学北部   983 阿部　　樹          ｱﾍﾞ ﾀﾂｷ             宮城教育大          大3         

 4 学九州   889 佐貫　省吾          ｻﾇｷ ｼｮｳｺﾞ           鹿屋体育大          大4         

 5 学関東   157 近藤　　樹          ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ           筑波大              大4         

 6 学関東   113 秋野　広佑          ｱｷﾉ ｺｳｽｹ            東京大              大4         

 7 学関東     3 水越　勇人          ﾐｽﾞｺｼ ﾊﾔﾄ           東京学芸大          大4         

 8 学関西   458 大谷　翔吾          ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ          大阪大              大4         

 9 学中部   426 伊藤　　渉          ｲﾄｳ ｼｮｳ             新潟大              大2         

 4組
 0 学中国   765 加瀬　海斗          ｶｾ ｶｲﾄ              山口大              大2         

 1 学九州   922 佐藤　　快          ｻﾄｳ ｶｲ              名桜大              大1         

 2 学関東    54 内藤　大智          ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ            横浜国立大          大2         

 3 学関西   563 本田　頼衣          ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲ             京都教育大          大1         

 4 学関東   176 河原　　啓          ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ            筑波大              大1         

 5 学九州   898 可徳　圭秀          ｶﾄｸ ﾖｼﾋﾃﾞ           鹿屋体育大          大2         

 6 学北部   962 福岡　大河          ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ           北海道大            大4         

 7 学関西   489 中川　大輔          ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         大阪市立大          大1         

 8 学九州   810 牛島　　陸          ｳｼｼﾞﾏ ﾘｸ            九州大              大1         

 9 学中国   701 安田　翔平          ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ          広島大              大4         

 5組
 0 学関西   543 和田竜太朗          ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ          京都大              大3         

 1 学関東   234 秋山　翔吾          ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ          防衛大              大3         

 2 学関西   581 佐々木亜留          ｻｻｷ ｱﾙ              滋賀大              大1         

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

 4 学九州   888 小林　祐馬          ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ           鹿屋体育大          大4         

 5 学関東   171 藤井　勇大          ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ          筑波大              大2         

 6 学中部   296 山下　晃一          ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ           名古屋大            大4         

 7 学中国   661 長瀧　優人          ﾅｶﾞﾀｷ ﾕｳﾄ           愛媛大              大1         

 8 学中国   683 中市　聖人          ﾅｶｲﾁ ﾏｻﾄ            岡山大              大4         

 9 学関西   549 孫　　健宇          ｿﾝ ｹﾝﾕ              京都大              大3         


