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 1組
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 3 学関東   218 水野　祐翼          ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｽｹ           防衛大              大3         

 4 学九州   786 赤池　祐貴          ｱｶｲｹ ﾕｳｷ            佐賀大              大2         

 5 学関西   442 進　　貴裕          ｼﾝ ﾀｶﾋﾛ             大阪市立大          大4         

 6

 7

 8

 9

 2組
 0 学九州   738 相田　常之          ｱｲﾀﾞ ﾂﾈﾕｷ           九州大              大5         

 1 学中部   326 山本　翔大          ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ           愛知教育大          大1         

 2 学中部   345 坂下　侑哉          ｻｶｼﾀ ﾕｳﾔ            金沢大              大3         

 3 学九州   776 友尻　翔多          ﾄﾓｼﾞﾘ ｼｮｳﾀ          熊本大              大1         

 4 学関東   203 小田桐昌臣          ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｻｵﾐ         千葉大              大1         

 5 学関西   463 志賀　寛和          ｼｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ           神戸大              大2         

 6 学関東    30 増子　大生          ﾏｼｺ ﾀｲｷ             横浜市立大          大1         

 7 学関東    67 吉田　敏康          ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾔｽ           埼玉大              大2         

 8 学関西   469 高橋　直希          ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ            神戸大              大2         
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 3組
 0 学北部   932 村岡　孝義          ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾖｼ           秋田大              大3         

 1 学中部   323 日下部　航          ｸｻｶﾍﾞ ﾜﾀﾙ           愛知教育大          大2         

 2 学関東    87 鈴木　丈瑠          ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ            首都大              大2         

 3 学中部   295 柳原　慎吾          ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼﾝｺﾞ         静岡大              大2         

 4 学九州   857 井上　天心          ｲﾉｳｴ ﾃﾝｼﾝ           名桜大              大3         

 5 学関東   102 平林　純征          ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｾｲ       東京大              大3         

 6 学関西   576 俣野　弘貴          ﾏﾀﾉ ﾋﾛｷ             京都府立医大        大6         

 7 学関東   260 小山　尚哉          ｵﾔﾏ ﾅｵﾔ             宇都宮大            大1         

 8 学関西   418 南野　貴行          ﾅﾝﾉ ﾀｶﾕｷ            大阪大              大4         

 9 学九州   745 岡﨑　直斗          ｵｶｻﾞｷ ﾅｵﾄ           九州大              大2         

 4組
 0 学中国   682 佐古田　優          ｻｺﾀﾞ ﾕｳ             高知大              大3         

 1 学中部   268 井浦　雄斗          ｲｳﾗ ﾕｳﾄ             名古屋大            大3         

 2 学中国   607 入江辰之介          ｲﾘｴ ｼﾝﾉｽｹ           愛媛大              大1         

 3 学中部   357 川端　孝弥          ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾂﾔ           福井大              大4         

 4 学北部   953 工藤　雅也          ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾔ            岩手県立大          大4         

 5 学北部   928 木村　和都          ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾄ            岩手大              大2         

 6 学中部   305 漆山　　真          ｳﾙｼﾔﾏ ﾏｺﾄ           三重大              大1         

 7 学九州   743 仙波　　大          ｾﾝﾊﾞ ﾀﾞｲ            九州大              大1         

 8 学関東   231 樋口　凌平          ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ          東京工業大          大4         

 9 学関東   100 佐々　成之          ｻｯｻ ｼｹﾞﾕｷ           東京大              大4         

 5組
 0 学関東    60 金田倫太朗          ｶﾈﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ          埼玉大              大2         

 1 学中部   282 近藤　倫教          ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾉﾘ          岐阜大              大3         

 2 学中部   378 齋藤　　匠          ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ            名古屋工業大        大3         

 3 学中国   729 三代龍之輔          ﾐｼﾛ ﾘｭｳﾉｽｹ          松江工業高専        大4         

 4 学関東    55 高橋　速斗          ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ            埼玉大              大3         

 5 学関西   545 奥田　悠介          ｵｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ           大阪府立大          大2         

 6 学関西   534 黒田　仁哉          ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ           滋賀大              大3         

 7 学関東   192 加藤　誠和          ｶﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ           千葉大              大4         

 8 学関東     5 武藤　倫平          ﾑﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ           東京学芸大          大3         

 9 学北部   873 北　　智輝          ｷﾀ ﾄﾓｷ              東北大              大3         
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 6組
 0 学関東   241 江口　　淳          ｴｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ           東京工業大          大1         

 1 学関東    10 本間　貴楽          ﾎﾝﾏ ﾀｶﾗ             東京学芸大          大2         

 2 学関東   154 中島　康耀          ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾖｳ          筑波大              大1         

 3 学北部   876 星野祐一郎          ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ          東北大              大2         

 4 学関東   151 安井　健斗          ﾔｽｲ ｹﾝﾄ             筑波大              大2         

 5 学関西   403 中嶋　和志          ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｼ          大阪教育大          大3         

 6 学関西   444 河野　大悟          ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ           大阪市立大          大4         

 7 学北部   936 村山　洸志          ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ            秋田大              大2         

 8 学関西   423 吉岡　　晋          ﾖｼｵｶ ｼﾝ             大阪大              大3         

 9 学九州   794 永家　智志          ﾅｶﾞｲｴ ﾄﾓﾕｷ          大分大              大3         

 7組
 0 学関西   499 藤本　雄磨          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ           京都大              大4         

 1 学関西   471 大海　陸人          ﾀﾞｲｶｲ ﾘｸﾄ           神戸大              大2         

 2 学関東   229 井上弥太郎          ｲﾉｳｴ ﾔﾀﾛｳ           防衛大              大1         

 3 学中国   660 多田　映仁          ﾀﾀﾞ ｴｲﾄ             広島大              大2         

 4 学九州   828 黒川　真吾          ｸﾛｶﾜ ｼﾝｺﾞ           鹿屋体育大          大3         

 5 学関西   398 白石　航平          ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ           大阪教育大          大4         

 6 学北部   905 山﨑　　仁          ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ           北海道大            大4         

 7 学関西   416 吉村　　承          ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ            大阪大              大4         

 8 学中部   362 門脇　正知          ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾀﾞﾁｶ         富山大              大2         

 9 学北部   895 真柄　昂世          ﾏｶﾞﾗ ｺｳｾｲ           山形大              大1         

 8組
 0 学中国   601 大政　勝喜          ｵｵﾏｻ ﾏｻｷ            愛媛大              大2         

 1 学関東    84 増田　　駿          ﾏｽﾀﾞ ｼｭﾝ            首都大              大2         

 2 学関西   449 小峯　力輝          ｺﾐﾈ ﾘｷ              大阪市立大          大3         

 3 学九州   835 戸田　亮真          ﾄﾀﾞ ﾘｮｳﾏ            鹿屋体育大          大2         

 4 学関東   146 赤坂　健太          ｱｶｻｶ ｹﾝﾀ            筑波大              大3         

 5 学九州   830 門田　凌我          ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ          鹿屋体育大          大3         

 6 学関東   194 郷　　祐馬          ｺﾞｳ ﾕｳﾏ             千葉大              大3         

 7 学関東   221 江田裕二郎          ｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ          防衛大              大3         

 8 学関東   116 川瀬源太郎          ｶﾜｾ ｹﾞﾝﾀﾛｳ          東京農工大          大3         

 9 学中国   699 稲多　蛍輝          ｲﾅﾀﾞ ｹｲｷ            海上保安大          大1         


