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 1組
 0

 1

 2

 3 学九州   854 澤本伸之輔 ｻﾜﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ   鹿児島大 大4

 4 学関東   270 石野　雅樹 ｲｼﾉ ﾏｻｷ   群馬大 大4

 5 学中部   374 江端　航希 ｴﾊﾞﾀ ｺｳｷ   金沢大 大3
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 2組
 0

 1 学関東   125 興津　亨祐 ｵｷﾂ ｷｮｳｽｹ   東京大 大1

 2 学関東   111 市川将太朗 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ   東京大 大4

 3 学九州   834 重松　誠弥 ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲﾔ   佐賀大 大3

 4 学九州   795 小田　尚也 ｵﾀﾞ ﾅｵﾔ   九州大 大4

 5 学九州   818 伊野拳太朗 ｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ   長崎大 大2

 6 学北部   930 永作　太一 ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ   東北大 大2

 7 学関東   120 佐々　成之 ｻｯｻ ｼｹﾞﾕｷ   東京大 大3

 8 学関東   222 佐藤　　航 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ   千葉大 大2
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 3組
 0 学関東    50 ﾚｲｴｽﾗｳｽﾃｨﾝ ﾚｲｴｽ ﾗｳｽﾃｨﾝ   横浜国立大 大3

 1 学中国   755 房野　祐大 ﾎﾞｳﾉ ﾕｳﾀ   山口大 大4

 2 学中部   342 柳原　慎吾 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼﾝｺﾞ   静岡大 大1

 3 学関東   252 岡野　　響 ｵｶﾉ ﾋﾋﾞｷ   東京工業大 大1

 4 学九州   806 小西　夏樹 ｺﾆｼ ﾅﾂｷ   九州大 大2

 5 学北部  1021 南原　太蒼 ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾀｲｿﾞｳ   室蘭工業大 大1

 6 学関西   545 柳瀬　航太 ﾔﾅｾ ｺｳﾀ   京都大 大4

 7 学関西   602 辻村　啓輔 ﾂｼﾞﾑﾗ ｹｲｽｹ   奈良県立医大 大5

 8 学関東    29 新井隆之介 ｱﾗｲ ﾘｭｳﾉｽｹ   横浜市立大 大4

 9 学関東   217 宮嵜　拓海 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ   千葉大 大2

 4組
 0 学中国   660 宮本　侑磨 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ   愛媛大 大1

 1 学関西   508 門　　隆一 ｶﾄﾞ ﾘｭｳｲﾁ   神戸大 大1

 2 学中国   678 大國　正登 ｵｵｸﾞﾆ ﾏｻﾄ   島根大 大1

 3 学中部   357 小鷹　　慎 ｺﾀｶ ｼﾝ   愛知教育大 大3

 4 学関東   236 工藤慎一朗 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ   防衛大 大3

 5 学九州   890 生田　航介 ｲｸﾀ ｺｳｽｹ   鹿屋体育大 大3

 6 学関西   510 泉　　貴広 ｲｽﾞﾐ ｱﾂﾋﾛ   神戸大 大1

 7 学九州   837 石田　友輝 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ   佐賀大 大2

 8 学関西   487 万竝　　亮 ﾏﾝﾅﾐ ﾘｮｳ   大阪市立大 大2

 9 学中国   679 松本　　海 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲ   島根大 大1

 5組
 0 学九州   857 白石　雄樹 ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ   鹿児島大 大2

 1 学中部   379 川本　莉久 ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ   金沢大 大2

 2 学関西   593 牛尾　海斗 ｳｼｵ ｶｲﾄ   大阪府立大 大3

 3 学関西   464 植村　泰拓 ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ   大阪大 大3

 4 学中国   651 松村　俊輝 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｷ   徳島大 大2

 5 学中部   359 竹内　聡汰 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ   愛知教育大 大2

 6 学北部   993 成田　圭佑 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ   秋田大 大3

 7 学関西   579 藤本　　稜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ   滋賀大 大3

 8 学北部   950 末永　広祐 ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｽｹ   山形大 大1

 9 学中国   709 住吉　勇樹 ｽﾐﾖｼ ﾕｳｷ   広島大 大3
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 6組
 0 学中国   702 森川　滉介 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ   広島大 大4

 1 学中国   761 近藤　潤一 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ        山口大 大2

 2 学中部   297 中井　良輔 ﾅｶｲ ﾘｮｳｽｹ   名古屋大 大4

 3 学関東    25 馬原　愛斗 ﾏﾊﾗ ｱｲﾄ   電気通信大 大2

 4 学関東   261 佐藤　世良 ｻﾄｳ ｾﾗ   茨城大 大3

 5 学北部  1001 鈴村　隆介 ｽｽﾞﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ   弘前大 大2

 6 学北部   960 横井　拓実 ﾖｺｲ ﾀｸﾐ   北海道大 大4

 7 学関西   443 長島　昂平 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ   大阪教育大 大2

 8 学中国   783 矢野　智久 ﾔﾉ ﾄﾓﾋｻ   高知工科大 大1

 9 学九州   878 杉野翔太郎 ｽｷﾞﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ   琉球大 大2

 7組
 0 学北部  1013 西川原啓太 ﾆｼｶﾜﾗ ｹｲﾀ   北海道教育大 大4

 1 学中部   327 近藤　晃矢 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾔ   岐阜大 大3

 2 学九州   835 坪内　　豊 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ   佐賀大 大3

 3 学関西   488 重村　　優 ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ   大阪市立大 大2

 4 学中国   692 川原　大雅 ｶﾜﾊﾗ ﾀｲｶﾞ   岡山大 大1

 5 学九州   896 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ   鹿屋体育大 大2

 6 学中国   722 中西　弘晃 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ   香川大 大3

 7 学中国   764 宮本　康介 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ   山口大 大2

 8 学中部   323 堂本　恭兵 ﾄﾞｳﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ   岐阜大 大3

 9 学関西   527 大橋　亮也 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ   和歌山大 大3

 8組
 0 学関西   562 徳永　　凱 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ   京都教育大 大3

 1 学関東   207 井上　　優 ｲﾉｳｴ ﾕｳ   東京外国語大 大2

 2 学九州   803 中川　義健 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ   九州大 大2

 3 学九州   886 岡本　匡史 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ   鹿屋体育大 大4

 4 学中国   672 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ   島根大 大3

 5 学関西   486 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ   大阪市立大 大2

 6 学関東    49 神田　莉央 ｶﾝﾀﾞ ﾘｵ   横浜国立大 大3

 7 学関西   501 倉田　和俊 ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ   神戸大 大3

 8 学関西   542 高野　　淳 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ   京都大 大4

 9 学関東   175 石井　優至 ｲｼｲ ﾕｳｼﾞ   筑波大 大1

 9組
 0 学関西   449 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ   大阪教育大 大1

 1 学関西   538 松村　遼平 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ   京都大 大4

 2 学中部   377 安井　優介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ   金沢大 大2

 3 学関東   160 坂田　真輝 ｻｶﾀ ﾏｻｷ   筑波大 大4

 4 学北部   972 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ   北海道大 大2

 5 学関東   165 向中野元気 ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ   筑波大 大3

 6 学中国   685 星島　貴志 ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ   岡山大 大3

 7 学関東    96 岩瀬　龍祐 ｲﾜｾ ﾘｭｳｽｹ   首都大 大2

 8 学関西   636 吉田　耕輔 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ   滋賀医科大 大6

 9 学北部   973 須田　大輝 ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ   北海道大 大1


