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 1組
 0  2060 宇都宮大 学関東

ｳﾂﾉﾐﾔﾀﾞｲ 大学

  260 小山　尚哉 ｵﾔﾏ ﾅｵﾔ 大1

  259 東園　康平 ﾋｶﾞｼｿﾞﾉ ｺｳﾍｲ 大4

  261 奥原　光佑 ｵｸﾊﾗ ｺｳｽｹ 大1

  258 中谷　祐哉 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳﾔ 大3

 1  2147 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

  555 三木　秀晃 ﾐｷ ﾋﾃﾞｱｷ 大6

  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  2251 北海道大 学北部

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学

  905 山﨑　　仁 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ 大4

  914 吉宮隆之介 ﾖｼﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ 大1

  910 堀合孝太郎 ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ 大3

  913 須田　大輝 ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 大2

 3  2057 群馬大 学関東

ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲ 大学

  249 小川　耕世 ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 大2

  248 古川　竣介 ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 大2

  250 小引　康輔 ｺﾋﾞｷ ｺｳｽｹ 大1

  247 栗川　智章 ｸﾘｶﾜ ﾄﾓｱｷ 大2

 4  2139 奈良教育大 学関西

ﾅﾗｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  525 山野遼汰郎 ﾔﾏﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大4

  524 郡司　拓実 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｸﾐ 大4

  528 須崎　謙吾 ｽｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 大2

  527 吉本　圭汰 ﾖｼﾓﾄ ｹｲﾀ 大2

 5  2191 海上保安大 学中国

ｶｲﾎﾀﾞｲ 大学

  699 稲多　蛍輝 ｲﾅﾀﾞ ｹｲｷ 大1

  697 瀬戸口凛音 ｾﾄｸﾞﾁ ﾘｵﾝ 大2

  696 上田橋怜央 ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ ﾚｵ 大3

  694 西野　和季 ﾆｼﾉ ｶｽﾞｷ 大4

 6  2009 電気通信大 学関東

ﾃﾞﾝﾂｳﾀﾞｲ 大学

   24 大場　直洋 ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾋﾛ 大3

   26 小野　　兼 ｵﾉ ｹﾝ 大2

   25 姫路康太郎 ﾋﾒｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 大2

   23 馬原　愛斗 ﾏﾊﾗ ｱｲﾄ 大3

 7  2089 富山大 学中部

ﾄﾔﾏﾀﾞｲｶﾞ 大学

  360 後藤　大河 ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ 大4

  363 畑野　良将 ﾊﾀﾉ ﾖｼﾏｻ 大2

  362 門脇　正知 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾀﾞﾁｶ 大2

  364 奥村　凜祐 ｵｸﾑﾗ ﾘﾝｽｹ 大1

 8  2263 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

 9  2142 滋賀大 学関西

ｼｶﾞﾀﾞｲ 大学

  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

  534 黒田　仁哉 ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ 大3

  536 橋本　健吾 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 大1
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 2組
 0  2123 和歌山大 学関西

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学

  484 大橋　亮也 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ 大4

  483 田中　一成 ﾀﾅｶ ｲｯｾｲ 大4

  488 田中　琉太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 大1

  487 五藤　　廉 ｺﾞﾄｳ ﾚﾝ 大2

 1  2207 長崎大 学九州

ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ 大学

  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

  762 伊野拳太朗 ｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 大3

 2  2187 高知大 学中国

ｺｳﾁﾀﾞｲ 大学

  688 田村　真哉 ﾀﾑﾗ ｼﾝﾔ 大1

  686 湯口　勝也 ﾕｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 大2

  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

 3  2219 大分大 学九州

ｵｵｲﾀﾀﾞｲ 大学

  794 永家　智志 ﾅｶﾞｲｴ ﾄﾓﾕｷ 大3

  798 川角　昇平 ｶﾜｽﾐ ｼｮｳﾍｲ 大1

  796 荒井　駿平 ｱﾗｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 大3

  797 冨田　　陵 ﾄﾐﾀﾞ ﾘｮｳ 大1

 4  2063 名古屋大 学中部

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ 大学

  269 森本　貴大 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ 大1

  265 是永　琢斗 ｺﾚﾅｶﾞ ﾀｸﾄ 大3

  264 則次　恒輝 ﾉﾘﾂｸﾞ ｺｳｷ 大3

  268 井浦　雄斗 ｲｳﾗ ﾕｳﾄ 大3

 5  2163 愛媛大 学中国

ｴﾋﾒﾀﾞｲ 大学

  610 大河内健人 ｵｵｺｳﾁ ｹﾝﾄ 大1

  601 大政　勝喜 ｵｵﾏｻ ﾏｻｷ 大2

  605 藤田　京介 ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 大2

  606 井手　亮佑 ｲﾃﾞ ﾘｮｳｽｹ 大1

 6  2246 山形大 学北部

ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ 大学

  895 真柄　昂世 ﾏｶﾞﾗ ｺｳｾｲ 大1

  894 會田　脩斗 ｱｲﾀ ｼｭｳﾄ 大1

  891 髙橋　　猛 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 大2

  890 林　　結吾 ﾊﾔｼ ﾕｳｱ 大2

 7  2209 熊本大 学九州

ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ 大学

  773 下村　　潤 ｼﾓﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 大1

  771 山下玲於奈 ﾔﾏｼﾀ ﾚｵﾅ 大2

  769 泉　　雄介 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 大2

  770 岩永　稜人 ｲﾜﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ 大2

 8  2091 名古屋工業大 学中部

ﾒｲｺｳﾀﾞｲ 大学

  375 福田　賀優 ﾌｸﾀ ﾖｼﾏｻ 大4

  377 玉田　泰雅 ﾀﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 大3

  376 吉武倫太郎 ﾖｼﾀｹ ﾘﾝﾀﾛｳ 大3

  374 神谷　岳児 ｶﾐﾔ ﾀｹﾙ 大4

 9  2135 京都教育大 学関西

ｷｮｳｷｮｳ 大学

  516 徳永　　凱 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ 大4

  517 ヒギンズ紗武 ﾋｷﾞﾝｽﾞ ｻﾑ 大2

  519 細川　侑成 ﾎｿｶﾜ ﾕｳﾅ 大1

  518 本田　頼衣 ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲ 大2
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 3組
 0  2072 静岡大 学中部

ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ 大学

  293 成瀬　開斗 ﾅﾙｾ ｶｲﾄ 大3

  297 藤阪　虹都 ﾌｼﾞｻｶ ｺｳﾄ 大1

  299 村尾　遼太 ﾑﾗｵ ﾘｮｳﾀ 大1

  295 柳原　慎吾 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 大2

 1  2257 秋田大 学北部

ｱｷﾀﾀﾞｲ 大学

  936 村山　洸志 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ 大2

  933 福原　一輝 ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞｷ 大4

  935 三島　優輝 ﾐｼﾏ ﾕｳｷ 大2

  932 村岡　孝義 ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾖｼ 大3

 2  2069 岐阜大 学中部 棄権

ｷﾞﾌﾀﾞｲ 大学

 3  2079 愛知教育大 学中部

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  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

  319 小鷹　　慎 ｺﾀｶ ｼﾝ 大4

  324 浜田　英嗣 ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 大1

 4  2105 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

 5  2174 岡山大 学中国

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ 大学

  636 古賀　　颯 ｺｶﾞ ﾊﾔﾃ 大4

  639 早﨑　翔紀 ﾊﾔｻｷ ｼｮｳｷ 大3

  633 樋口　淳哉 ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 大4

  640 行徳　克斗 ｷﾞｮｳﾄｸ ｶﾂﾄ 大3

 6  2053 防衛大 学関東

ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ 大学

  219 白木　海斗 ｼﾗｷ ｶｲﾄ 大2

  228 寺田　浩輝 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｷ 大1

  214 秋山　翔吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 大4

  216 工藤慎一朗 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大4

 7  2180 広島大 学中国

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ 大学

  660 多田　映仁 ﾀﾀﾞ ｴｲﾄ 大2

  656 平野　一貴 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ 大4

  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

 8  2037 東京農工大 学関東

ﾉｳｺｳﾀﾞｲ 大学

  116 川瀬源太郎 ｶﾜｾ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大3

  122 大森　直毅 ｵｵﾓﾘ ﾅｵｷ 大2

  118 松原　忠弘 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 大3

  127 日川　涼雅 ﾋｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ 大2

 9  2235 名桜大 学九州

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ 大学

  856 中村　結城 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 大3

  860 佐藤　　快 ｻﾄｳ ｶｲ 大2

  861 仲上　佳輝 ﾅｶｶﾞﾐ ﾖｼｷ 大1

  858 小田原将吾 ｵﾀﾞﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 大3
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 4組
 0  2194 山口大 学中国

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ 大学

  711 鈴木　晴仁 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 大2

  713 増野龍之介 ﾏｽﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 大1

  705 高橋　　穣 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ 大4

  707 加瀬　海斗 ｶｾ ｶｲﾄ 大3

 1  2031 東京大 学関東

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ 大学

  102 平林　純征 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｾｲ 大3

  103 石井　　了 ｲｼｲ ﾘｮｳ 大2

   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

 2  2129 京都大 学関西

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ 大学

  499 藤本　雄磨 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 大4

  504 川嶋　凌哉 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾔ 大3

  502 今瀧　雄登 ｲﾏﾀｷ ﾕｳﾄ 大2

  493 和田竜太朗 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大4

 3  2048 千葉大 学関東

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  194 郷　　祐馬 ｺﾞｳ ﾕｳﾏ 大3

  195 佐藤　　航 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 大3

  187 松尾　勇太 ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ 大4

  190 宮嵜　拓海 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 大3

 4  2229 鹿屋体育大 学九州

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ 大学

  828 黒川　真吾 ｸﾛｶﾜ ｼﾝｺﾞ 大3

  829 古賀圭一郎 ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 大3

  834 榊　　大希 ｻｶｷ ﾀﾞｲｷ 大2

  833 菊池　玲希 ｷｸﾁ ﾚｲｷ 大2

 5  2099 大阪教育大 学関西

ﾀﾞｲｷｮｳ 大学

  398 白石　航平 ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ 大4

  407 樫根滉太郎 ｶｼﾈ ｺｳﾀﾛｳ 大1

  402 上田　吏騎 ｳｴﾀﾞ ﾘｷ 大3

  404 友武　　涼 ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ 大2

 6  2241 東北大 学北部

ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ 大学

  876 星野祐一郎 ﾎｼﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大2

  875 浅野　航佑 ｱｻﾉ ｺｳｽｹ 大3

  883 大槻　　翼 ｵｵﾂｷ ﾂﾊﾞｻ 大1

  874 舘　　宏輔 ﾀﾁ ｺｳｽｹ 大1

 7  2015 横浜国立大 学関東

ﾖｺｺｸﾀﾞｲ 大学

   40 山下　　翼 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 大3

   42 渡邉　康平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 大1

   36 濵田　颯太 ﾊﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 大4

   44 野原　渉矢 ﾉﾊﾗ ｼｮｳﾔ 大2

 8  2003 東京学芸大 学関東

ﾄｳｶﾞｸｹﾞｲ 大学

    2 日野　薫平 ﾋﾉ ｸﾝﾍﾟｲ 大3

    4 高林耕之朗 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 大2

   14 土屋　昌之 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾕｷ 大1

   13 中村侑太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 大1

 9  2215 佐賀大 学九州

ｻｶﾞﾀﾞｲ 大学

  787 松岡　祐馬 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 大2

  783 坪内　　豊 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ 大4

  788 太田　広夢 ｵｵﾀ ﾋﾛﾑ 大2

  785 石田　友輝 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 大3
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 5組
 0  2222 鹿児島大 学九州

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ 大学

  801 土井　康輔 ﾄﾞｲ ｺｳｽｹ 大4

  807 平井　　樂 ﾋﾗｲ ｶﾞｸ 大1

  802 山下　　茂 ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞﾙ 大3

  805 東　　遼大 ﾋｶﾞｼ ﾊﾙﾄ 大3

 1  2085 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

  347 川本　　天 ｶﾜﾓﾄ ﾃﾝ 大2

  349 蘭　　雄大 ｱﾗﾗｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 大2

  346 川本　莉久 ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ 大3

 2  2202 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

  741 神代　直輝 ｸﾏｼﾛ ﾅｵｷ 大3

  747 富﨑　　脩 ﾄﾐｻﾞｷ ｼｭｳ 大2

  748 坂口　　慎 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝ 大2

 3  2117 神戸大 学関西

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ 大学

  471 大海　陸人 ﾀﾞｲｶｲ ﾘｸﾄ 大2

  468 峯浦　　楽 ﾐﾈｳﾗ ﾗｸ 大2

  467 西田　和也 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 大3

  459 倉田　和俊 ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ 大4

 4  2040 筑波大 学関東

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ 大学

  146 赤坂　健太 ｱｶｻｶ ｹﾝﾀ 大3

  157 間島亮太郎 ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大1

  137 中園　優作 ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｻｸ 大4

  144 宮村有樹彦 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｷﾋｺ 大3

 5  2019 埼玉大 学関東

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ 大学

   60 金田倫太朗 ｶﾈﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 大2

   61 吉田　考希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 大3

   59 内田　健登 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ 大3

   58 金坂　和真 ｶﾈｻｶ ｶｽﾞﾏ 大3

 6  2025 首都大 学関東

ｼｭﾄﾀﾞｲ 大学

   84 増田　　駿 ﾏｽﾀﾞ ｼｭﾝ 大2

   76 倉林　拓矢 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 大3

   89 伊賀　悠洋 ｲｶﾞ ﾕｳﾋﾛ 大1

   79 岩瀬　龍祐 ｲﾜｾ ﾘｭｳｽｹ 大3

 7  2111 大阪市立大 学関西

ｵｵｻｶｼﾀﾞｲ 大学

  444 河野　大悟 ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 大4

  449 小峯　力輝 ｺﾐﾈ ﾘｷ 大3

  443 中川　啓介 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 大4

  450 道越　光星 ﾐﾁｺﾞｴ ｺｳｾｲ 大1

 8  2056 東京工業大 学関東

ﾄｳｺｳﾀﾞｲ 大学

  240 渕上　正浩 ﾌﾁｳｴ ﾏｻﾋﾛ 大1

  233 小川原魁人 ｵｶﾞﾜﾊﾗ ｶｲﾄ 大4

  232 山本　蒔恩 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾝ 大4

  235 岡野　　響 ｵｶﾉ ﾋﾋﾞｷ 大2

 9  2145 大阪府立大 学関西

ｵｵｻｶﾌﾀﾞｲ 大学

  545 奥田　悠介 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大2

  539 服部励太郎 ﾊｯﾄﾘ ﾚｲﾀﾛｳ 大4

  543 徳永　海斗 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ 大4

  541 熊本　穂貴 ｸﾏﾓﾄ ﾎﾀｶ 大4


