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 1組
 0 学関東    33 吾郷　　遼 ｱｺﾞｳ ﾘｮｳ   横浜市立大 大2

 1 学関西   549 孫　　健宇 ｿﾝ ｹﾝﾕ   京都大 大3

 2 学中国   704 星野　雄亮 ﾎｼﾉ ﾕｳｽｹ   広島大 大4

 3 学関西   548 竹内　伸志 ﾀｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ   京都大 大3

 4 学北部   987 渡辺　裕希 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ   岩手大 大2

 5 学関東   118 田岡　健太 ﾀｵｶ ｹﾝﾀ   東京大 大2

 6 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

 7 学関東    57 中村　友輔 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ   横浜国立大 大1

 8 学関西   459 山本　隼輔 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ   大阪大 大4

 9 学関東    92 阿部　宗大 ｱﾍﾞ ﾑﾈﾋﾛ   首都大 大2

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

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

 2 学関東   241 古谷　　淳 ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝ   防衛大 大1

 3 学中国   766 鈴木　晴仁 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ   山口大 大1

 4 学九州   801 佐藤　　凌 ｻﾄｳ ﾘｮｳ   九州大 大3

 5 学関西   468 橋本龍一郎 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ        大阪大 大2

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

 7 学中部   308 黒須　　諒 ｸﾛｽ ﾘｮｳ   名古屋大 大1

 8 学関東   123 網野　京勢 ｱﾐﾉ ｷｮｳｾｲ   東京大 大2

 9 学九州   819 御手洗　仁 ﾐﾀﾗｲ ﾋﾄｼ   長崎大 大1

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

 1 学関西   499 高見　維吹 ﾀｶﾐ ｲﾌﾞｷ   神戸大 大4

 2 学中国   661 長瀧　優人 ﾅｶﾞﾀｷ ﾕｳﾄ   愛媛大 大1

 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   161 山田　泰也 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ   筑波大 大4

 5 学関西   447 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ   大阪教育大 大2

 6 学中部   373 髙木　翔太 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ   金沢大 大3

 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 学関東    97 小林　航大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ   首都大 大1

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

 4組
 0 学九州   922 佐藤　　快 ｻﾄｳ ｶｲ   名桜大 大1

 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   484 中川　啓介 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ   大阪市立大 大3

 3 学中部   358 宮本　悠矢 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ   愛知教育大 大2

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

 5 学関西   563 本田　頼衣 ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲ   京都教育大 大1

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

 7 学中国   706 安芸　祐作 ｱｷ ﾕｳｻｸ   広島大 大4

 8 学関東   214 松尾　勇太 ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ   千葉大 大3

 9 学九州   849 鈴木　彰馬 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ   大分大 大2

 5組
 0 学関東   254 内藤　悠貴 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ   東京工業大 大2

 1 学関東    13 本間　貴楽 ﾎﾝﾏ ﾀｶﾗ   東京学芸大 大1

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

 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   892 野﨑　　充 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ   鹿屋体育大 大3

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

 6 学中部   291 澤田　憲人 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ   名古屋大 大4

 7 学中部   339 成瀬　開斗 ﾅﾙｾ ｶｲﾄ   静岡大 大2

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

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


