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 1組
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 3 学九州   812 坂口　　慎 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝ   九州大 大1

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

 5 学九州   794 窪　海史郎 ｸﾎﾞ ｶｲｼﾛｳ   九州工業大 大1
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 2組
 0 学関東   107 安田　榛樹 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙｷ   東京大 大4

 1 学関東   238 松本　佑介 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ   防衛大 大1

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

 3 学関西   502 石井　　快 ｲｼｲ ｶｲ   神戸大 大2

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

 5 学関西   503 恵田　寧人 ｴﾀﾞ ﾈｲﾄ   神戸大 大2

 6 学関東   286 時岡　　匠 ﾄｷｵｶ ﾀｸﾐ   山梨大 大3

 7 学中部   292 谷本　　悠 ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾙｶ   名古屋大 大3

 8 学関西   540 武永　　駿 ﾀｹﾅｶﾞ ｼｭﾝ   京都大 大4
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 3組
 0 学北部   935 北　　智輝 ｷﾀ ﾄﾓｷ   東北大 大2

 1 学九州   836 野田　伊織 ﾉﾀﾞ ｲｵﾘ   佐賀大 大3

 2 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

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

 4 学中部   380 川本　　天 ｶﾜﾓﾄ ﾃﾝ   金沢大 大1

 5 学中部   303 山田　直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ   名古屋大 大1

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

 7 学北部   966 藤生　智大 ﾌｼﾞｵ ﾁﾋﾛ   北海道大 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 学中部   376 花岡　慶弥 ﾊﾅｵｶ ｹｲﾔ   金沢大 大2

 4組
 0 学中国   713 井尻　大晴 ｲｼﾞﾘ ﾀｲｾｲ   広島大 大1

 1 学関東    71 竹内　　昴 ﾀｹｳﾁ ｽﾊﾞﾙ   埼玉大 大2

 2 学中部   426 伊藤　　渉 ｲﾄｳ ｼｮｳ   新潟大 大2

 3 学北部   929 中村　　丞 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｮｳ   東北大 大4

 4 学関西   589 服部励太郎 ﾊｯﾄﾘ ﾚｲﾀﾛｳ   大阪府立大 大3

 5 学関西   545 柳瀬　航太 ﾔﾅｾ ｺｳﾀ   京都大 大4

 6 学中国   678 大國　正登 ｵｵｸﾞﾆ ﾏｻﾄ   島根大 大1

 7 学中国   703 長谷川　遼 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ   広島大 大4

 8 学関東   112 深野麟之介 ﾌｶﾉ ﾘﾝﾉｽｹ   東京大 大3

 9 学北部  1003 新井田大輝 ﾆｲﾀﾞ ﾀｲｷ   弘前大 大2

 5組
 0 学九州   810 牛島　　陸 ｳｼｼﾞﾏ ﾘｸ   九州大 大1

 1 学関東    73 金坂　和真 ｶﾈｻｶ ｶｽﾞﾏ   埼玉大 大2

 2 学関東    77 高橋　賢信 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ   埼玉大 大1

 3 学関東    25 馬原　愛斗 ﾏﾊﾗ ｱｲﾄ   電気通信大 大2

 4 学北部  1000 田中　　椋 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ   弘前大 大3

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

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

 7 学中部   329 竹内　裕哉 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ   岐阜大 大1

 8 学関東   196 大田　光生 ｵｵﾀ ｺｳｾｲ   東京海洋大 大3

 9 学関西   466 時任　晃成 ﾄｷﾄｳ ｺｳｾｲ   大阪大 大2
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 6組
 0 学関東   236 工藤慎一朗 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ   防衛大 大3

 1 学中国   702 森川　滉介 ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ   広島大 大4

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

 3 学中国   689 國本　大海 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ   岡山大 大2

 4 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

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

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

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

 8 学関西   579 藤本　　稜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ   滋賀大 大3

 9 学関西   510 泉　　貴広 ｲｽﾞﾐ ｱﾂﾋﾛ   神戸大 大1

 7組
 0 学関東    54 内藤　大智 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ   横浜国立大 大2

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

 2 学中国   651 松村　俊輝 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｷ   徳島大 大2

 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   176 河原　　啓 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ   筑波大 大1

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

 6 学北部   983 阿部　　樹 ｱﾍﾞ ﾀﾂｷ   宮城教育大 大3

 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 学北部   938 星野祐一郎 ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ   東北大 大1

 9 学中国   671 竹内　健悟 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｺﾞ   島根大 大4

 8組
 0 学関西   581 佐々木亜留 ｻｻｷ ｱﾙ   滋賀大 大1

 1 学関東    49 神田　莉央 ｶﾝﾀﾞ ﾘｵ   横浜国立大 大3

 2 学関西   593 牛尾　海斗 ｳｼｵ ｶｲﾄ   大阪府立大 大3

 3 学九州   899 田切　和也 ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ   鹿屋体育大 大1

 4 学関東   157 近藤　　樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ   筑波大 大4

 5 学関東   173 島　　賢人 ｼﾏ ｹﾝﾄ   筑波大 大1

 6 学中国   783 矢野　智久 ﾔﾉ ﾄﾓﾋｻ   高知工科大 大1

 7 学九州   857 白石　雄樹 ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ   鹿児島大 大2

 8 学関東   113 秋野　広佑 ｱｷﾉ ｺｳｽｹ   東京大 大4

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


