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 1組
 0

 1

 2 学関東   223 八鍬　遙晶          ﾔｸﾜ ﾊﾙｷ             防衛大              大2         

 3 学北部   880 羽場　千祥          ﾊﾊﾞ ｾﾝｼｮｳ           東北大              大2         

 4 学九州   789 山崎宗一郎          ﾔﾏｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ         佐賀大              大2         

 5 学中国   681 門田　涼平          ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ          高知大              大3         

 6 学関東    80 小引　大輔          ｺﾋﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ          首都大              大3         
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 8
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 2組
 0 学北部   954 有馬　　希          ｱﾘﾏ ﾉｿﾞﾐ            岩手県立大          大2         

 1 学関西   417 山田　智也          ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ            大阪大              大3         

 2 学関西   460 宇都宮　孟          ｳﾂﾉﾐﾔ ﾊｼﾞﾒ          神戸大              大3         

 3 学関東   133 水村　聡汰          ﾐｽﾞﾑﾗ ｿｳﾀ           一橋大              大3         

 4 学九州   818 徳永　　駿          ﾄｸﾅｶﾞ ｼｭﾝ           宮崎大              大1         

 5 学関東    57 山迫　武瑠          ﾔﾏｻｺ ﾀｹﾙ            埼玉大              大3         

 6 学関東   214 秋山　翔吾          ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ          防衛大              大4         

 7 学関東    14 土屋　昌之          ﾂﾁﾔ ﾏｻﾕｷ            東京学芸大          大1         

 8 学中国   670 堀江将一朗          ﾎﾘｴ ｼｮｳｲﾁﾛｳ         香川大              大3         

 9 学関東   205 齋藤　大河          ｻｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ           千葉大              大1         

 3組
 0 学中部   327 原　　凌太          ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ             愛知教育大          大1         

 1 学中部   304 高須　達也          ﾀｶｽ ﾀﾂﾔ             三重大              大3         

 2 学関西   548 廣瀬　　楓          ﾋﾛｾ ﾌｳ              大阪府立大          大2         

 3 学九州   796 荒井　駿平          ｱﾗｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ          大分大              大3         

 4 学中国   635 畠中　優介          ﾊﾀｹﾅｶ ﾕｳｽｹ          岡山大              大4         

 5 学関東    81 大西　大祐          ｵｵﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ          首都大              大1         

 6 学関西   466 竹本　佳永          ﾀｹﾓﾄ ﾖｼﾅｶﾞ          神戸大              大2         

 7 学北部   867 大平　博大          ｵｵﾋﾗ ﾋﾛﾄ            福島大              大3         

 8 学中部   342 佐藤　　樹          ｻﾄｳ ﾀﾂｷ             金沢大              大4         

 9 学中国   606 井手　亮佑          ｲﾃﾞ ﾘｮｳｽｹ           愛媛大              大1         

 4組
 0 学北部   906 津崎　朝輝          ﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ            北海道大            大2         

 1 学関東    11 袴田　　理          ﾊｶﾏﾀ ｻﾄﾙ            東京学芸大          大1         

 2 学九州   858 小田原将吾          ｵﾀﾞﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ         名桜大              大3         

 3 学関東   105 嶋田　遼祐          ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ          東京大              大1         

 4 学九州   797 冨田　　陵          ﾄﾐﾀﾞ ﾘｮｳ            大分大              大1         

 5 学中国   696 上田橋怜央          ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ ﾚｵ          海上保安大          大3         

 6 学中国   673 原　　功弥          ﾊﾗ ｺｳﾔ              鳥取大              大2         

 7 学関東    99 田岡　健太          ﾀｵｶ ｹﾝﾀ             東京大              大3         

 8 学関西   570 坂本　陽彩          ｻｶﾓﾄ ﾋｲﾛ            兵庫県立大          大2         

 9 学北部   945 福岡　　陽          ﾌｸｵｶ ﾖｳ             弘前大              大1         

 5組
 0 学中国   609 根本祐一郎          ﾈﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ          愛媛大              大1         

 1 学中部   370 高木　秀斗          ﾀｶｷﾞ ｼｭｳﾄ           信州大              大2         

 2 学中国   625 玉井　勇伍          ﾀﾏｲ ﾕｳｺﾞ            島根大              大1         

 3 学中国   683 道端　智紀          ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ           高知大              大3         

 4 学関東   118 松原　忠弘          ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ         東京農工大          大3         

 5 学九州   767 高山虎之介          ﾀｶﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ          熊本大              大3         

 6 学関東    64 岩田　脩吾          ｲﾜﾀ ｼｭｳｺﾞ           埼玉大              大2         

 7 学関西   556 中原　啓貴          ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｷ            奈良県立医大        大4         

 8 学北部   871 三上　聖央          ﾐｶﾐ ﾏｻﾋﾛ            東北大              大4         

 9 学九州   770 岩永　稜人          ｲﾜﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ          熊本大              大2         
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 6組
 0 学関東    36 濵田　颯太          ﾊﾏﾀﾞ ｿｳﾀ            横浜国立大          大4         

 1 学北部   911 宮崎　晃伸          ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾉﾌﾞ         北海道大            大2         

 2 学九州   788 太田　広夢          ｵｵﾀ ﾋﾛﾑ             佐賀大              大2         

 3 学中国   712 畠中　崚志          ﾊﾀｹﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ         山口大              大1         

 4 学関西   406 恵田　史偉          ｴﾀﾞ ｼｴﾗ             大阪教育大          大1         

 5 学関東   138 森山　将大          ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ         筑波大              大4         

 6 学関西   519 細川　侑成          ﾎｿｶﾜ ﾕｳﾅ            京都教育大          大1         

 7 学関東    97 近澤　璃希          ﾁｶｻﾞﾜ ﾘｷ            東京大              大4         

 8 学関西   503 玉川　久嗣          ﾀﾏｶﾞﾜ ﾋｻｼ           京都大              大3         

 9 学関西   509 日下　和希          ｸｻｶ ｶｽﾞｷ            京都大              大1         

 7組
 0 学九州   744 石井　悠真          ｲｼｲ ﾕｳﾏ             九州大              大2         

 1 学関西   502 今瀧　雄登          ｲﾏﾀｷ ﾕｳﾄ            京都大              大2         

 2 学関東   189 藤田　湧登          ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ            千葉大              大3         

 3 学九州   765 森田　恭矢          ﾓﾘﾀ ﾕｷﾔ             熊本大              大4         

 4 学関東   137 中園　優作          ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｻｸ          筑波大              大4         

 5 学九州   838 井上　　武          ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ            鹿屋体育大          大1         

 6 学中国   702 末田　充生          ｽｴﾀ ﾐﾂｵ             山口大              大5         

 7 学関西   543 徳永　海斗          ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ           大阪府立大          大4         

 8 学中国   674 加藤　翔太          ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ            鳥取大              大2         

 9 学中部   387 五十嵐　元          ｲｶﾗｼ ｹﾞﾝ            新潟大              大1         

 8組
 0 学関東   232 山本　蒔恩          ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾝ            東京工業大          大4         

 1 学中部   284 真野　暉大          ﾏﾉ ｱｷﾄ              岐阜大              大2         

 2 学中部   368 小幡　祐暉          ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｷ            信州大              大3         

 3 学中国   735 奥田　真也          ｵｸﾀﾞ ｼﾝﾔ            阿南工業高専        大1         

 4 学九州   834 榊　　大希          ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ            鹿屋体育大          大2         

 5 学関東   153 小林　　拓          ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ            筑波大              大1         

 6 学関東    59 内田　健登          ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ            埼玉大              大3         

 7 学関東   226 古谷　　淳          ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝ            防衛大              大2         

 8 学中部   322 松井　彰太          ﾏﾂｲ ｼｮｳﾀ            愛知教育大          大2         

 9 学関西   487 五藤　　廉          ｺﾞﾄｳ ﾚﾝ             和歌山大            大2         

 9組
 0 学九州   856 中村　結城          ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ            名桜大              大3         

 1 学中国   675 山田　翔太          ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ           鳥取大              大2         

 2 学関東   187 松尾　勇太          ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ             千葉大              大4         

 3 学関西   467 西田　和也          ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ           神戸大              大3         

 4 学九州   825 野﨑　　充          ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ            鹿屋体育大          大4         

 5 学中国   633 樋口　淳哉          ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ          岡山大              大4         

 6 学中部   349 蘭　　雄大          ｱﾗﾗｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ         金沢大              大2         

 7 学関東    43 吉川　翔理          ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾘ           横浜国立大          大1         

 8 学関西   430 宗利　昌哉          ﾑﾈﾄｼ ﾏｻﾔ            大阪大              大2         

 9 学九州   851 生野　優太          ｼｮｳﾉ ﾕｳﾀ            北九州市立大        大1         


