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 1組
 0 学関東   222 今井　崚太          ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ            防衛大              大3         

 1 学中国   658 神田　健志          ｶﾝﾀﾞ ﾀｹｼ            広島大              大2         

 2 学九州   749 中村　祐哉          ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ            九州大              大2         

 3 学関東   191 中江　　悠          ﾅｶｴ ﾕｳ              千葉大              大4         

 4 学関西   531 吉田　歩貴          ﾖｼﾀﾞ ｱﾕｷ            滋賀大              大4         

 5 学北部   908 本多　史弥          ﾎﾝﾀﾞ ﾌﾐﾔ            北海道大            大3         

 6 学中部   351 目細　広大          ﾒﾎﾞｿ ｺｳﾀﾞｲ          金沢大              大1         

 7 学関東   217 中濱　駿勢          ﾅｶﾊﾏ ﾊﾔｾ            防衛大              大4         

 8 学関東   196 徳原　　陸          ﾄｸﾊﾗ ﾘｸ             千葉大              大2         
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 2組
 0 学中国   713 増野龍之介          ﾏｽﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ          山口大              大1         

 1 学関東   261 奥原　光佑          ｵｸﾊﾗ ｺｳｽｹ           宇都宮大            大1         

 2 学関東   177 黒川　翔太          ｸﾛｶﾜ ｼｮｳﾀ           東京海洋大          大3         

 3 学関西   426 近藤　亮介          ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ         大阪大              大2         

 4 学北部   881 福島　徳史          ﾌｸｼﾏ ﾄｸﾌﾐ           東北大              大1         

 5 学関東    44 野原　渉矢          ﾉﾊﾗ ｼｮｳﾔ            横浜国立大          大2         

 6 学中部   339 蔵　　健将          ｸﾗ ｹﾝｼｮｳ            金沢大              大4         

 7 学中部   356 亀田　健太          ｶﾒﾀﾞ ｹﾝﾀ            福井大              大4         

 8 学関東   129 芹澤　諒哉          ｾﾘｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ          東京農工大          大1         

 9 学中国   620 加藤　優弥          ｶﾄｳ ﾕｳﾔ             島根大              大3         

 3組
 0 学関西   464 宮川　大輝          ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｲｷ           神戸大              大2         

 1 学中国   709 平良　俊樹          ﾀｲﾗ ﾄｼｷ             山口大              大1         

 2 学九州   804 今村駿之介          ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾉｽｹ         鹿児島大            大3         

 3 学中部   348 山田　浩輔          ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ           金沢大              大2         

 4 学中部   379 谷口　慎稀          ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｷ           名古屋工業大        大1         

 5 学北部   934 鈴木　拓実          ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ            秋田大              大3         

 6 学関東   233 小川原魁人          ｵｶﾞﾜﾊﾗ ｶｲﾄ          東京工業大          大4         

 7 学関西   481 小杉　　真          ｺｽｷﾞ ﾏｺﾄ            京都工繊大          大4         

 8 学中国   698 金子　慧星          ｶﾈｺ ｹｲｾｲ            海上保安大          大2         

 9 学北部   870 原　　星海          ﾊﾗ ｼｮｳﾐ             東北大              大3         

 4組
 0 学九州   742 川嵜　直人          ｶﾜｻｷ ﾅｵﾄ            九州大              大1         

 1 学中部   377 玉田　泰雅          ﾀﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ           名古屋工業大        大3         

 2 学中部   382 川村　清都          ｶﾜﾑﾗ ｷﾖﾄ            新潟大              大2         

 3 学中国   602 松岡　　潤          ﾏﾂｵｶ ｼﾞｭﾝ           愛媛大              大1         

 4 学中部   325 瀧本　一登          ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞﾄ           愛知教育大          大1         

 5 学中部   361 齊藤　　圭          ｻｲﾄｳ ｹｲ             富山大              大2         

 6 学中国   687 岡村　侑樹          ｵｶﾑﾗ ﾕｳｷ            高知大              大1         

 7 学中部   321 山田　　諒          ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ            愛知教育大          大1         

 8 学中部   380 山口　将輝          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ           名古屋工業大        大1         

 9 学北部   933 福原　一輝          ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞｷ           秋田大              大4         

 5組
 0 学中部   369 牧内　佑介          ﾏｷｳﾁ ﾕｳｽｹ           信州大              大3         

 1 学中部   363 畑野　良将          ﾊﾀﾉ ﾖｼﾏｻ            富山大              大2         

 2 学北部   914 吉宮隆之介          ﾖｼﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ         北海道大            大1         

 3 学関西   591 吉岡　拓朗          ﾖｼｵｶ ﾀｸﾛｳ           滋賀医科大          大3         

 4 学中国   700 橋口　泰祉          ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｲｼ           海上保安大          大1         

 5 学中国   656 平野　一貴          ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ            広島大              大4         

 6 学関西   458 平松　亮祐          ﾋﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ          神戸大              大3         

 7 学中部   294 鈴木　広人          ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ            静岡大              大3         

 8 学関東   122 大森　直毅          ｵｵﾓﾘ ﾅｵｷ            東京農工大          大2         

 9 学関西   546 伊藤　　駿          ｲﾄｳ ｼｭﾝ             大阪府立大          大2         
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 6組
 0 学関東    37 濱本　宜輝          ﾊﾏﾓﾄ ﾖｼｷ            横浜国立大          大4         

 1 学関東    83 菊地　　條          ｷｸﾁ ｼﾞｮｳ            首都大              大1         

 2 学関東   228 寺田　浩輝          ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｷ            防衛大              大1         

 3 学関東    42 渡邉　康平          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ          横浜国立大          大1         

 4 学中部   267 篠田　北斗          ｼﾉﾀﾞ ﾎｸﾄ            名古屋大            大2         

 5 学中国   731 小松原隆介          ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｭｳｽｹ        松江工業高専        大2         

 6 学九州   798 川角　昇平          ｶﾜｽﾐ ｼｮｳﾍｲ          大分大              大1         

 7 学北部   909 後田　　陸          ｳｼﾛﾀﾞ ﾘｸ            北海道大            大2         

 8 学関東     6 西原　　翼          ﾆｼﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ           東京学芸大          大3         

 9 学九州   737 本祥　　駿          ﾎﾝｼﾞｮｳ ｼｭﾝ          九州工業大          大1         

 7組
 0 学中部   306 羽二生　凌          ﾊﾆｳ ﾘｮｳ             三重大              大1         

 1 学関西   483 田中　一成          ﾀﾅｶ ｲｯｾｲ            和歌山大            大4         

 2 学中国   643 柳　　知希          ﾔﾅｷﾞ ﾄﾓｷ            岡山大              大2         

 3 学関西   468 峯浦　　楽          ﾐﾈｳﾗ ﾗｸ             神戸大              大2         

 4 学関西   407 樫根滉太郎          ｶｼﾈ ｺｳﾀﾛｳ           大阪教育大          大1         

 5 学関西   420 坂本　瑞樹          ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ           大阪大              大4         

 6 学中国   686 湯口　勝也          ﾕｸﾞﾁ ｶﾂﾔ            高知大              大2         

 7 学中部   281 高松　海斗          ﾀｶﾏﾂ ｶｲﾄ            岐阜大              大3         

 8 学中部   385 若林龍之介          ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ       新潟大              大2         

 9 学関西   497 竹内　伸志          ﾀｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ           京都大              大4         

 8組
 0 学中部   297 藤阪　虹都          ﾌｼﾞｻｶ ｺｳﾄ           静岡大              大1         

 1 学関西   504 川嶋　凌哉          ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾔ           京都大              大3         

 2 学関東    76 倉林　拓矢          ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ          首都大              大3         

 3 学関東    26 小野　　兼          ｵﾉ ｹﾝ               電気通信大          大2         

 4 学関東   157 間島亮太郎          ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ         筑波大              大1         

 5 学中国   639 早﨑　翔紀          ﾊﾔｻｷ ｼｮｳｷ           岡山大              大3         

 6 学北部   875 浅野　航佑          ｱｻﾉ ｺｳｽｹ            東北大              大3         

 7 学関西   505 舩木　敢大          ﾌﾅｷ ｶﾝﾀ             京都大              大2         

 8 学関西   425 植野　譲公          ｳｴﾉ ﾏｻﾕｷ            大阪大              大3         

 9 学九州   807 平井　　樂          ﾋﾗｲ ｶﾞｸ             鹿児島大            大1         

 9組
 0 学中国   671 篠原　颯杜          ｼﾉﾊﾗ ﾊﾔﾄ            香川大              大1         

 1 学九州   764 牧　慶士郎          ﾏｷ ｹｲｼﾛｳ            熊本大              大4         

 2 学中国   645 新谷　哲平          ｼﾝﾀﾆ ﾃｯﾍﾟｲ          岡山大              大1         

 3 学関東    61 吉田　考希          ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ            埼玉大              大3         

 4 学関東   141 戸澤　潤也          ﾄｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ          筑波大              大4         

 5 学関東   140 小島　淳平          ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ        筑波大              大4         

 6 学九州   741 神代　直輝          ｸﾏｼﾛ ﾅｵｷ            九州大              大3         

 7 学関東    89 伊賀　悠洋          ｲｶﾞ ﾕｳﾋﾛ            首都大              大1         

 8 学関東   204 有福　大輔          ｱﾘﾌｸ ﾀﾞｲｽｹ          千葉大              大1         

 9 学中部   358 東浦　圭吾          ﾋｶﾞｼｳﾗ ｹｲｺﾞ         福井大              大1         


