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 1組
 0

 1

 2

 3 学九州   867 松室　明渡 ﾏﾂﾑﾛ ｱｷﾄ   宮崎大 大3

 4 学関東   213 川辺愼太郎 ｶﾜﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ   千葉大 大3

 5 学関東   270 石野　雅樹 ｲｼﾉ ﾏｻｷ   群馬大 大4
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 7

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

 1 学関西   547 西嶋　　潤 ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ   京都大 大3

 2 学九州   799 野元　渚生 ﾉﾓﾄ ｼｮｳ   九州大 大3

 3 学関西   504 瀬下　幸成 ｾｼﾓ ﾕｷﾅﾘ   神戸大 大2

 4 学関東   217 宮嵜　拓海 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ   千葉大 大2

 5 学関東   222 佐藤　　航 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ   千葉大 大2

 6 学九州   795 小田　尚也 ｵﾀﾞ ﾅｵﾔ   九州大 大4

 7 学九州   818 伊野拳太朗 ｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ   長崎大 大2

 8 学九州   806 小西　夏樹 ｺﾆｼ ﾅﾂｷ   九州大 大2

 9

 3組
 0 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

 1 学関東     6 日野　薫平 ﾋﾉ ｸﾝﾍﾟｲ   東京学芸大 大2

 2 学関東     1 黒野　　翼 ｸﾛﾉ ﾂﾊﾞｻ   東京学芸大 大4

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

 4 学中国   755 房野　祐大 ﾎﾞｳﾉ ﾕｳﾀ   山口大 大4

 5 学北部   934 神田　真佑 ｶﾝﾀﾞ ｼﾝｽｹ   東北大 大2

 6 学関東   253 松島　諒汰 ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳﾀ   東京工業大 大2

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

 8 学関東    26 遠藤　　丈 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ   電気通信大 大3

 9 学関東   134 松原　忠弘 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ   東京農工大 大2

 4組
 0 学関東    30 石本直偉士 ｲｼﾓﾄ ﾅｲﾄ   横浜市立大 大4

 1 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

 2 学九州   789 宮本　彬生 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｵ   福岡教育大 大3

 3 学中国   676 遠藤　尚志 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ   島根大 大2

 4 学関西   467 松田　幸大 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ   大阪大 大2

 5 学中部   379 川本　莉久 ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ   金沢大 大2

 6 学中国   760 林　　大介 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ   山口大 大3

 7 学中国   709 住吉　勇樹 ｽﾐﾖｼ ﾕｳｷ   広島大 大3

 8 学中部   406 佐伯　俊輔 ｻｴｷ ｼｭﾝｽｹ   信州大 大4

 9 学中部   374 江端　航希 ｴﾊﾞﾀ ｺｳｷ   金沢大 大3

 5組
 0 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

 1 学中国   660 宮本　侑磨 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ   愛媛大 大1

 2 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

 3 学中部   428 樋山　　睦 ﾋﾔﾏ ﾄﾓ   新潟大 大1

 4 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

 5 学中部   290 森原　晃平 ﾓﾘﾊﾗ ｺｳﾍｲ   名古屋大 大4

 6 学関西   501 倉田　和俊 ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ   神戸大 大3

 7 学関西   608 田代　隼大 ﾀｼﾛ ﾊﾔﾄ   奈良県立医大 大1

 8 学中国   692 川原　大雅 ｶﾜﾊﾗ ﾀｲｶﾞ   岡山大 大1

 9 学北部   948 須藤　智貴 ｽﾄｳ ﾉﾘﾀｹ   山形大 大1
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 6組
 0 学北部   993 成田　圭佑 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ   秋田大 大3

 1 学中国   681 小杉　裕康 ｺｽｷﾞ ﾋﾛﾔｽ   岡山大 大4

 2 学北部   986 石黒　頌明 ｲｼｸﾞﾛ ｺｳﾒｲ   岩手大 大3

 3 学中国   743 西小野英瑠 ﾆｼｵﾉ ｴｲﾙ   海上保安大 大3

 4 学中国   779 西村　　駿 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝ   高知工科大 大3

 5 学中部   327 近藤　晃矢 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾔ   岐阜大 大3

 6 学中国   654 大西　伊吹 ｵｵﾆｼ ｲﾌﾞｷ   愛媛大 大3

 7 学関西   609 岩井　柊太 ｲﾜｲ ｼｭｳﾀ   滋賀県立大 大2

 8 学中国   734 小松　聖史 ｺﾏﾂ ｻﾄｼ   高知大 大4

 9 学関西   576 長岡　正大 ﾅｶﾞｵｶ ｼｮｳﾀ   滋賀大 大3

 7組
 0 学関西   519 若林　奎人 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ   京都工繊大 大4

 1 学関西   445 徳永　海偉 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ   大阪教育大 大1

 2 学九州   834 重松　誠弥 ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲﾔ   佐賀大 大3

 3 学関東   261 佐藤　世良 ｻﾄｳ ｾﾗ   茨城大 大3

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

 5 学北部   932 杉山　成実 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾙﾐ   東北大 大3

 6 学九州   854 澤本伸之輔 ｻﾜﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ   鹿児島大 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 学北部  1013 西川原啓太 ﾆｼｶﾜﾗ ｹｲﾀ   北海道教育大 大4

 9 学関東   109 伊東　寿将 ｲﾄｳ ﾄｼﾏｻ   東京大 大4

 8組
 0 学関西   639 赤井　奎太 ｱｶｲ ｹｲﾀ   滋賀医科大 大5

 1 学中国   764 宮本　康介 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ   山口大 大2

 2 学中部   357 小鷹　　慎 ｺﾀｶ ｼﾝ   愛知教育大 大3

 3 学中国   669 深谷　考平 ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ   島根大 大5

 4 学関西   508 門　　隆一 ｶﾄﾞ ﾘｭｳｲﾁ   神戸大 大1

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

 6 学九州   900 菊池　玲希 ｷｸﾁ ﾚｲｷ   鹿屋体育大 大1

 7 学関西   617 山中　　要 ﾔﾏﾅｶ ｶﾅﾒ   兵庫県立大 大1

 8 学北部   973 須田　大輝 ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ   北海道大 大1

 9 学中国   708 林　　圭亮 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ   広島大 大3

 9組
 0 学中国   741 西野　和季 ﾆｼﾉ ｶｽﾞｷ   海上保安大 大3

 1 学北部   930 永作　太一 ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ   東北大 大2

 2 学中部   377 安井　優介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ   金沢大 大2

 3 学関西   486 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ   大阪市立大 大2

 4 学関東   114 政本　郁海 ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ   東京大 大4

 5 学中国   722 中西　弘晃 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ   香川大 大3

 6 学関西   542 高野　　淳 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ   京都大 大4

 7 学関東    96 岩瀬　龍祐 ｲﾜｾ ﾘｭｳｽｹ   首都大 大2

 8 学九州   835 坪内　　豊 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ   佐賀大 大3

 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

10組
 0 学中部   297 中井　良輔 ﾅｶｲ ﾘｮｳｽｹ   名古屋大 大4

 1 学関西   472 髙橋　裕汰 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ   大阪大 大1

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

 3 学関東   160 坂田　真輝 ｻｶﾀ ﾏｻｷ   筑波大 大4

 4 学関東   156 佐藤　勝亮 ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ   筑波大 大4

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

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

 7 学関西   578 北川　友貴 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ   滋賀大 大3

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

 9 学九州   837 石田　友輝 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ   佐賀大 大2
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11組
 0 学北部   963 佐々木建晟 ｻｻｷ ｹﾝｾｲ   北海道大 大2

 1 学関東   175 石井　優至 ｲｼｲ ﾕｳｼﾞ   筑波大 大1

 2 学関東   108 今村　史悠 ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ   東京大 大4

 3 学中部   302 是永　琢斗 ｺﾚﾅｶﾞ ﾀｸﾄ   名古屋大 大2

 4 学中国   672 堆　　裕貴 ｱｸﾂ ﾕｳｷ   島根大 大3

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

 6 学中国   685 星島　貴志 ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ   岡山大 大3

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

 8 学関東    94 関井　大輔 ｾｷｲ ﾀﾞｲｽｹ   首都大 大2

 9 学関西   464 植村　泰拓 ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ   大阪大 大3


