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 1組
 0

 1

 2

 3  2090 名古屋工業大 学中部

ﾒｲｺｳﾀﾞｲ 大学

  374 神谷　岳児 ｶﾐﾔ ﾀｹﾙ 大4

  376 吉武倫太郎 ﾖｼﾀｹ ﾘﾝﾀﾛｳ 大3

  378 齋藤　　匠 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 大3

  381 荒居　隼冬 ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ 大1

 4  2206 長崎大 学九州

ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ 大学

  762 伊野拳太朗 ｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 大3

  761 大渡　功晟 ｵｵﾜﾀﾘ ｺｳｾｲ 大2

  763 御手洗　仁 ﾐﾀﾗｲ ﾋﾄｼ 大2

  760 朝日　　奏 ｱｻﾋ ｶﾅﾃﾞ 大2

 5  2255 秋田大 学北部

ｱｷﾀﾀﾞｲ 大学

  935 三島　優輝 ﾐｼﾏ ﾕｳｷ 大2

  934 鈴木　拓実 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 大3

  932 村岡　孝義 ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾖｼ 大3

  936 村山　洸志 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ 大2

 6

 7

 8

 9
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 2組
 0

 1  2044 東京海洋大 学関東

ｶｲﾖｳﾀﾞｲ 大学

  179 立木　友之 ﾀﾁｷ ﾄﾓﾕｷ 大3

  177 黒川　翔太 ｸﾛｶﾜ ｼｮｳﾀ 大3

  178 石橋　悟大 ｲｼﾊﾞｼ ｺﾞﾀﾞｲ 大2

  176 東富　隆馬 ﾄｳﾄﾐ ﾘｭｳﾏ 大2

 2  2148 神戸市立高専 学関西

ｺｳﾍﾞｺｳｾﾝ 大学

  565 松原　怜耶 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾔ 大1

  563 河波　優輔 ｶﾜﾅﾐ ﾕｳｽｹ 大1

  560 土田　和希 ﾂﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大2

  561 卜部　佑介 ｳﾗﾍﾞ ﾕｳｽｹ 大2

 3  2133 京都教育大 学関西

ｷｮｳｷｮｳ 大学

  518 本田　頼衣 ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲ 大2

  519 細川　侑成 ﾎｿｶﾜ ﾕｳﾅ 大1

  517 ヒギンズ紗武 ﾋｷﾞﾝｽﾞ ｻﾑ 大2

  516 徳永　　凱 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ 大4

 4  2261 弘前大 学北部

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ 大学

  944 新井田大輝 ﾆｲﾀﾞ ﾀｲｷ 大3

  943 鈴村　隆介 ｽｽﾞﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ 大3

  942 藤原　宏祐 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ 大3

  945 福岡　　陽 ﾌｸｵｶ ﾖｳ 大1

 5  2208 熊本大 学九州

ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ 大学

  765 森田　恭矢 ﾓﾘﾀ ﾕｷﾔ 大4

  767 高山虎之介 ﾀｶﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 大3

  774 喜田　周作 ｷﾀ ｼｭｳｻｸ 大1

  766 小栁　貴史 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｶｼ 大3

 6  2226 宮崎大 学九州

ﾐﾔｻﾞｷﾀﾞｲ 大学

  814 木村　航也 ｷﾑﾗ ｺｳﾔ 大2

  816 内山　大和 ｳﾁﾔﾏ ﾔﾏﾄ 大2

  817 生森　悠太 ｲｷﾓﾘ ﾕｳﾀ 大1

  813 今井　　杜 ｲﾏｲ ﾓﾘ 大3

 7  2158 滋賀医科大 学関西

ｼｶﾞｲｶﾀﾞｲ 大学

  586 古田　　諒 ﾌﾙﾀ ｻﾄｼ 大6

  590 足立　壮伸 ｱﾀﾞﾁ ﾓﾘﾉﾌﾞ 大2

  587 高内　拓海 ﾀｶｳﾁ ﾀｸﾐ 大6

  588 山口　稜人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾄ 大5

 8  2245 山形大 学北部

ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  890 林　　結吾 ﾊﾔｼ ﾕｳｱ 大2

  892 板垣　拓夢 ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾛﾑ 大2

  891 髙橋　　猛 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 大2

  895 真柄　昂世 ﾏｶﾞﾗ ｺｳｾｲ 大1

 9
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 3組
 0  2007 電気通信大 学関東

ﾃﾞﾝﾂｳﾀﾞｲ 大学

   23 馬原　愛斗 ﾏﾊﾗ ｱｲﾄ 大3

   24 大場　直洋 ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾋﾛ 大3

   25 姫路康太郎 ﾋﾒｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 大2

   26 小野　　兼 ｵﾉ ｹﾝ 大2

 1  2146 奈良県立医大 学関西

ﾅﾗｲｶﾀﾞｲ 大学

  557 厚主　健太 ｺｳﾇｼ ｹﾝﾀ 大3

  558 田代　隼大 ﾀｼﾛ ﾊﾔﾄ 大2

  556 中原　啓貴 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｷ 大4

  554 辻村　啓輔 ﾂｼﾞﾑﾗ ｹｲｽｹ 大6

 2  2161 愛媛大 学中国

ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大学

  609 根本祐一郎 ﾈﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大1

  603 宮本　侑磨 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ 大2

  604 長瀧　優人 ﾅｶﾞﾀｷ ﾕｳﾄ 大2

  600 小澤　佑介 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 大3

 3  2198 高知工科大 学中国

ｺｳﾁｺｳｶﾀﾞ 大学

  725 中原　雄太 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ 大3

  724 西村　　駿 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝ 大4

  728 古安　歓地 ﾌﾙﾔｽ ｶﾝﾁ 大1

  726 大河内優太 ｵｵｺｳﾁ ﾕｳﾀ 大3

 4  2234 名桜大 学九州

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大学

  860 佐藤　　快 ｻﾄｳ ｶｲ 大2

  857 井上　天心 ｲﾉｳｴ ﾃﾝｼﾝ 大3

  856 中村　結城 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 大3

  859 大坪　周平 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾍｲ 大3

 5  2023 首都大 学関東

ｼｭﾄﾀﾞｲ 大学

   74 三上　　航 ﾐｶﾐ ﾜﾀﾙ 大3

   80 小引　大輔 ｺﾋﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 大3

   77 関井　大輔 ｾｷｲ ﾀﾞｲｽｹ 大3

   81 大西　大祐 ｵｵﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ 大1

 6  2185 高知大 学中国

ｺｳﾁﾀﾞｲ 大学

  683 道端　智紀 ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ 大3

  680 豊田　裕也 ﾄﾖﾀ ﾕｳﾔ 大4

  686 湯口　勝也 ﾕｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 大2

  684 中 陽 ﾅｶ ｱｷﾗ 大3

 7  2121 和歌山大 学関西

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学

  488 田中　琉太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 大1

  486 植田　悠斗 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾄ 大3

  484 大橋　亮也 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ 大4

  487 五藤　　廉 ｺﾞﾄｳ ﾚﾝ 大2

 8  2092 新潟大 学中部

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  387 五十嵐　元 ｲｶﾗｼ ｹﾞﾝ 大1

  384 水上　大河 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｲｶﾞ 大2

  386 荒井　　滉 ｱﾗｲ ｺｳ 大1

  383 小林　京平 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 大3

 9  2035 東京農工大 学関東

ﾉｳｺｳﾀﾞｲ 大学

  124 宮坂　祐希 ﾐﾔｻｶ ﾕｳｷ 大3

  127 日川　涼雅 ﾋｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ 大2

  119 野村　風人 ﾉﾑﾗ ｶｻﾞﾄ 大3

  123 蓮池　駿斗 ﾊｽｲｹ ﾊﾔﾄ 大3
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 4組
 0  2140 滋賀大 学関西

ｼｶﾞﾀﾞｲ 大学

  533 藤本　　稜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 大4

  534 黒田　仁哉 ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ 大3

  532 北川　友貴 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 大4

  535 佐々木亜留 ｻｻｷ ｱﾙ 大2

 1  2001 東京学芸大 学関東

ﾄｳｶﾞｸｹﾞｲ 大学

    7 岡林　晃央 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋｻ 大1

    9 山本　大夢 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ 大1

    2 日野　薫平 ﾋﾉ ｸﾝﾍﾟｲ 大3

    8 佐藤大惟工 ｻﾄｳ ﾀｲｸ 大1

 2  2115 神戸大 学関西

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大学

  467 西田　和也 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 大3

  465 瀬下　幸成 ｾｼﾓ ﾕｷﾅﾘ 大3

  470 門　　隆一 ｶﾄﾞ ﾘｭｳｲﾁ 大2

  459 倉田　和俊 ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ 大4

 3  2239 東北大 学北部

ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ 大学

  874 舘　　宏輔 ﾀﾁ ｺｳｽｹ 大1

  876 星野祐一郎 ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大2

  878 水野　泰平 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾍｲ 大2

  869 永作　太一 ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ 大3

 4  2172 岡山大 学中国

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学

  638 國本　大海 ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ 大3

  641 川原　大雅 ｶﾜﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 大2

  637 田之上将太 ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 大4

  644 塚原　　鉄 ﾂｶﾊﾗ ﾃﾂ 大1

 5  2077 愛知教育大 学中部

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  324 浜田　英嗣 ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 大1

  319 小鷹　　慎 ｺﾀｶ ｼﾝ 大4

  323 日下部　航 ｸｻｶﾍﾞ ﾜﾀﾙ 大2

  325 瀧本　一登 ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞﾄ 大1

 6  2083 金沢大 学中部

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ 大学

  344 安井　優介 ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ 大3

  346 川本　莉久 ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ 大3

  347 川本　　天 ｶﾜﾓﾄ ﾃﾝ 大2

  341 江端　航希 ｴﾊﾞﾀ ｺｳｷ 大4

 7  2178 広島大 学中国

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学

  654 林　　圭亮 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 大4

  662 井尻　大晴 ｲｼﾞﾘ ﾀｲｾｲ 大2

  659 松谷　晃汰 ﾏﾂﾀﾆ ｺｳﾀ 大2

  655 住吉　勇樹 ｽﾐﾖｼ ﾕｳｷ 大4

 8  2143 大阪府立大 学関西

ｵｵｻｶﾌﾀﾞｲ 大学

  541 熊本　穂貴 ｸﾏﾓﾄ ﾎﾀｶ 大4

  543 徳永　海斗 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ 大4

  545 奥田　悠介 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大2

  540 牛尾　海斗 ｳｼｵ ｶｲﾄ 大4

 9  2220 鹿児島大 学九州

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ 大学

  803 白石　雄樹 ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ 大3

  802 山下　　茂 ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞﾙ 大3

  801 土井　康輔 ﾄﾞｲ ｺｳｽｹ 大4

  805 東　　遼大 ﾋｶﾞｼ ﾊﾙﾄ 大3
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 5組
 0  2070 静岡大 学中部

ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ 大学

  295 柳原　慎吾 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 大2

  299 村尾　遼太 ﾑﾗｵ ﾘｮｳﾀ 大1

  296 月見里祥真 ﾂｷﾐｻﾄ ｼｮｳﾏ 大1

  293 成瀬　開斗 ﾅﾙｾ ｶｲﾄ 大3

 1  2200 九州大 学九州

ｷｭｳﾀﾞｲ 大学

  739 中川　義健 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ 大3

  748 坂口　　慎 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝ 大2

  744 石井　悠真 ｲｼｲ ﾕｳﾏ 大2

  747 富﨑　　脩 ﾄﾐｻﾞｷ ｼｭｳ 大2

 2  2097 大阪教育大 学関西

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学

  404 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 大2

  405 大崎　達也 ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ 大1

  399 長島　昂平 ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ 大3

  398 白石　航平 ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ 大4

 3  2249 北海道大 学北部

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学

  910 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 大3

  903 佐々木建晟 ｻｻｷ ｹﾝｾｲ 大3

  915 高野　裕生 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 大1

  913 須田　大輝 ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 大2

 4  2227 鹿屋体育大 学九州

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学

  833 菊池　玲希 ｷｸﾁ ﾚｲｷ 大2

  837 田中　一光 ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ 大1

  826 田崎　竜成 ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ 大4

  831 可徳　圭秀 ｶﾄｸ ﾖｼﾋﾃﾞ 大3

 5  2167 島根大 学中国

ｼﾏﾈﾀﾞｲ 大学

  615 小髙　稜平 ｵﾀﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ 大4

  623 大國　正登 ｵｵｸﾆ ﾏｻﾄ 大2

  624 松本　　海 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲ 大2

  618 田中皐太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 大4

 6  2213 佐賀大 学九州

ｻｶﾞﾀﾞｲ 大学

  782 重松　誠弥 ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲﾔ 大4

  783 坪内　　豊 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ 大4

  787 松岡　祐馬 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 大2

  785 石田　友輝 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 大3

 7  2017 埼玉大 学関東

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ 大学

   54 西原　大輝 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｷ 大3

   69 田所　柊吾 ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｭｳｺﾞ 大1

   68 後藤　丈士 ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ 大1

   53 渡辺　誠也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 大4

 8  2029 東京大 学関東

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学

   96 深野麟之介 ﾌｶﾉ ﾘﾝﾉｽｹ 大4

  104 興津　亨祐 ｵｷﾂ ｷｮｳｽｹ 大2

  103 石井　　了 ｲｼｲ ﾘｮｳ 大2

  101 網野　京勢 ｱﾐﾉ ｷｮｳｾｲ 大3

 9  2127 京都大 学関西

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学

  508 馬場　英寿 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 大1

  502 今瀧　雄登 ｲﾏﾀｷ ﾕｳﾄ 大2

  494 清水　律希 ｼﾐｽﾞ ﾘﾂｷ 大4

  493 和田竜太朗 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大4
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 6組
 0  2192 山口大 学中国

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学

  703 林　　大介 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 大4

  706 宮本　康介 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ 大3

  705 高橋　　穣 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ 大4

  711 鈴木　晴仁 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 大2

 1  2046 千葉大 学関東

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  200 奈良部　稜 ﾅﾗﾍﾞ ﾘｮｳ 大1

  188 藤川健太朗 ﾌｼﾞｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 大3

  197 大塚　弘也 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾔ 大2

  193 青井　日向 ｱｵｲ ﾋｭｳｶﾞ 大3

 2  2051 防衛大 学関東

ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ 大学

  216 工藤慎一朗 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大4

  214 秋山　翔吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 大4

  225 下村　直輝 ｼﾓﾑﾗ ﾅｵｷ 大1

  230 寺田　　仁 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞﾝ 大1

 3  2103 大阪大 学関西

ｵｵｻｶﾀﾞｲ 大学

  416 吉村　　承 ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ 大4

  420 坂本　瑞樹 ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 大4

  429 髙橋　裕汰 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 大2

  428 川口　峻平 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 大1

 4  2038 筑波大 学関東

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  155 小島健太郎 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 大1

  147 石井　瑛章 ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ 大2

  139 向中野元気 ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ 大4

  143 大塚　俊貴 ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ 大3

 5  2109 大阪市立大 学関西

ｵｵｻｶｼﾀﾞｲ 大学

  445 西　　勇柊 ﾆｼ ﾕｳﾄｳ 大3

  443 中川　啓介 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 大4

  448 中川　大輔 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大2

  447 重村　　優 ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ 大3

 6  2067 岐阜大 学中部

ｷﾞﾌﾀﾞｲ 大学

  279 近藤　晃矢 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾔ 大4

  287 小寺健太朗 ｺﾃﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 大1

  286 高橋　宇海 ﾀｶﾊｼ ｳﾐ 大1

  280 竹内　裕哉 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ 大2

 7  2013 横浜国立大 学関東

ﾖｺｺｸﾀﾞｲ 大学

   38 神田　莉央 ｶﾝﾀﾞ ﾘｵ 大4

   41 内藤　大智 ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ 大3

   44 野原　渉矢 ﾉﾊﾗ ｼｮｳﾔ 大2

   40 山下　　翼 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 大3

 8  2054 東京工業大 学関東

ﾄｳｺｳﾀﾞｲ 大学

  232 山本　蒔恩 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾝ 大4

  236 松島　諒汰 ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳﾀ 大3

  235 岡野　　響 ｵｶﾉ ﾋﾋﾞｷ 大2

  231 樋口　凌平 ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 大4

 9  2061 名古屋大 学中部

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 大学

  266 山田　直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 大2

  268 井浦　雄斗 ｲｳﾗ ﾕｳﾄ 大3

  267 篠田　北斗 ｼﾉﾀﾞ ﾎｸﾄ 大2

  263 鈴木　浩平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 大4


