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 1組
 0

 1 学関東    95 永吉雪之介          ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｷﾉｽｹ         首都大              大2         

 2 学関東    23 平野　雄一          ﾋﾗﾉ ﾕｳｲﾁ            電気通信大          大4         

 3 学九州   920 小田原将吾          ｵﾀﾞﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ         名桜大              大2         

 4 学中部   316 森　　友哉          ﾓﾘ ﾄﾓﾔ              岐阜大              大6         

 5 学中国   762 実近　康平          ｻﾈﾁｶ ｺｳﾍｲ           山口大              大3         

 6 学北部   965 関口　太郎          ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾛｳ           北海道大            大4         

 7 学関東    86 横田　　剛          ﾖｺﾀ ｺﾞｳ             首都大              大4         

 8 学九州   839 太田　広夢          ｵｵﾀ ﾋﾛﾑ             佐賀大              大1         

 9

 2組
 0 学関東   244 村上　　駿          ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝ            東京工業大          大4         

 1 学北部   936 木幡　活彦          ｺﾊﾀ ｶﾂﾋｺ            東北大              大1         

 2 学北部   989 松世　朔哉          ﾏﾂﾖ ｻｸﾔ             秋田大              大4         

 3 学関東   216 藤田　湧登          ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ            千葉大              大2         

 4 学関東   256 浅見　元哉          ｱｻﾞﾐ ﾓﾄﾔ            東京工業大          大1         

 5 学関西   531 五藤　　廉          ｺﾞﾄｳ ﾚﾝ             和歌山大            大1         

 6 学関西   440 片山幸士郎          ｶﾀﾔﾏ ｺｳｼﾛｳ          大阪教育大          大3         

 7 学関西   552 今瀧　雄登          ｲﾏﾀｷ ﾕｳﾄ            京都大              大1         

 8 学関東   235 有嶋　貴裕          ｱﾘｼﾏ ﾀｶﾋﾛ           防衛大              大4         

 9 学関東   118 田岡　健太          ﾀｵｶ ｹﾝﾀ             東京大              大2         

 3組
 0 学関西   553 玉川　久嗣          ﾀﾏｶﾞﾜ ﾋｻｼ           京都大              大2         

 1 学関東    58 松川　晃己          ﾏﾂｶﾜ ｺｳｷ            横浜国立大          大1         

 2 学関東    24 石井　孝明          ｲｼｲ ｺｳﾒｲ            電気通信大          大3         

 3 学中国   655 橋堀　亮太          ﾊｼﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾀ          愛媛大              大3         

 4 学関西   498 魚住　周平          ｳｵｽﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ         神戸大              大4         

 5 学中国   727 伊﨑真一郎          ｲｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ         鳥取大              大3         

 6 学関東   247 山本　蒔恩          ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾝ            東京工業大          大3         

 7 学関東    44 濵田　颯太          ﾊﾏﾀﾞ ｿｳﾀ            横浜国立大          大3         

 8 学中国   737 道端　智紀          ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ           高知大              大2         

 9 学関東   164 森山　将大          ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ         筑波大              大3         

 4組
 0 学関西   588 林田　風汰          ﾊﾔｼﾀﾞ ﾌｳﾀ           大阪府立大          大4         

 1 学関西   594 徳永　海斗          ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ           大阪府立大          大3         

 2 学九州   917 中村　結城          ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ            名桜大              大2         

 3 学関東   210 西　　秀貴          ﾆｼ ﾋﾃﾞﾀｶ            千葉大              大3         

 4 学関東    91 江草　俊作          ｴｸﾞｻ ｼｭﾝｻｸ          首都大              大3         

 5 学関東   112 深野麟之介          ﾌｶﾉ ﾘﾝﾉｽｹ           東京大              大3         

 6 学中国   677 平田　隆一          ﾋﾗﾀ ﾘｭｳｲﾁ           島根大              大2         

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

 8 学中部   381 蘭　　雄大          ｱﾗﾗｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ         金沢大              大1         

 9 学中国   674 加藤　大輝          ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ            島根大              大3         

 5組
 0 学北部  1014 斉藤　成龍          ｻｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ          北海道教育大        大1         

 1 学関西   472 髙橋　裕汰          ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ            大阪大              大1         

 2 学北部  1000 田中　　椋          ﾀﾅｶ ﾘｮｳ             弘前大              大3         

 3 学北部   946 髙橋　　猛          ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ            山形大              大1         

 4 学中国   684 樋口　淳哉          ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ          岡山大              大3         

 5 学中国   688 田之上将太          ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ           岡山大              大3         

 6 学中国   720 公門　岳曉          ｷﾐｶﾄﾞ ﾀｶｱｷ          香川大              大4         

 7 学北部   967 宮村　元希          ﾐﾔﾑﾗ ｹﾞﾝｷ           北海道大            大3         

 8 学中国   753 末田　充生          ｽｴﾀ ﾐﾂｵ             山口大              大4         

 9 学関東    74 内田　健登          ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ            埼玉大              大2         
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 6組
 0 学九州   823 森田　恭矢          ﾓﾘﾀ ﾕｷﾔ             熊本大              大3         

 1 学中部   407 小幡　祐暉          ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｷ            信州大              大2         

 2 学九州   894 澤本康太郎          ｻﾜﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ          鹿屋体育大          大2         

 3 学九州   900 菊池　玲希          ｷｸﾁ ﾚｲｷ             鹿屋体育大          大1         

 4 学関東   108 今村　史悠          ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ            東京大              大4         

 5 学九州   901 榊　　大希          ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ            鹿屋体育大          大1         

 6 学中国   670 小高　稜平          ｵﾀﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ          島根大              大3         

 7 学関西   481 高橋浩太朗          ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ          大阪市立大          大4         

 8 学関西   506 西田　和也          ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ           神戸大              大2         

 9 学関東     4 村上　　岳          ﾑﾗｶﾐ ｶﾞｸ            東京学芸大          大2         

 7組
 0 学中部   334 真野　暉大          ﾏﾉ ｱｷﾄ              岐阜大              大1         

 1 学九州   811 富﨑　　脩          ﾄﾐｻﾞｷ ｼｭｳ           九州大              大1         

 2 学九州   853 福岡　瑠青          ﾌｸｵｶ ﾘｭｳｾｲ          鹿児島大            大4         

 3 学関東   163 中園　優作          ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｻｸ          筑波大              大3         

 4 学関東   169 大塚　俊貴          ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ            筑波大              大2         

 5 学九州   796 宮崎　郁弥          ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾔ           九州大              大4         

 6 学北部  1012 長内　駿宏          ｵｻﾅｲ ﾄｼﾋﾛ           北海道教育大        大4         

 7 学中国   763 高橋　　穣          ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ           山口大              大3         

 8 学中部   300 則次　恒輝          ﾉﾘﾂｸﾞ ｺｳｷ           名古屋大            大2         

 9 学九州   808 石井　悠真          ｲｼｲ ﾕｳﾏ             九州大              大1         


