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 1組
 0

 1 学中国   708 竹中稜太郎          ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ         山口大              大2         

 2 学九州   752 岩田　隆人          ｲﾜﾀ ﾀｶﾄ             九州大              大1         

 3 学関西   424 橋本龍一郎          ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ        大阪大              大3         

 4 学中国   710 桑島　啓輔          ｸﾜｼﾞﾏ ｹｲｽｹ          山口大              大1         

 5 学関東    25 姫路康太郎          ﾋﾒｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ          電気通信大          大2         

 6 学北部   912 小野　一弥          ｵﾉ ｶｽﾞﾔ             北海道大            大1         

 7 学関東   243 藤林　颯杜          ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ        茨城大              大1         
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 2組
 0 学九州   745 岡﨑　直斗          ｵｶｻﾞｷ ﾅｵﾄ           九州大              大2         

 1 学中部   269 森本　貴大          ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ            名古屋大            大1         

 2 学九州   740 松田　昂大          ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ          九州大              大3         

 3 学関東    66 櫻井　敏也          ｻｸﾗｲ ﾄｼﾔ            埼玉大              大1         

 4 学中部   263 鈴木　浩平          ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ           名古屋大            大4         

 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 学関東    13 中村侑太郎          ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ          東京学芸大          大1         

 7 学中国   679 塩見　真章          ｼｵﾐ ﾏｻｱｷ            高知大              大5         

 8 学関東   107 岩本　世歩          ｲﾜﾓﾄ ﾖｳ             東京大              大1         

 9 学関東   201 林　真佐斗          ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ             千葉大              大1         

 3組
 0 学関西   500 井坪　　暉          ｲﾂﾎﾞ ｱｷﾗ            京都大              大2         

 1 学北部   885 松尾　剛志          ﾏﾂｵ ﾂﾖｼ             小樽商科大          大3         

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

 3 学関西   501 前多　　陸          ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ             京都大              大2         

 4 学関東   186 平林　大樹          ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ         千葉大              大4         

 5 学関東   227 風間　遥貴          ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｷ            防衛大              大1         

 6 学中国   653 熊佐　裕介          ｸﾏｻ ﾕｳｽｹ            広島大              大4         

 7 学九州   860 佐藤　　快          ｻﾄｳ ｶｲ              名桜大              大2         

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

 9 学関西   422 松田　幸大          ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ           大阪大              大3         

 4組
 0 学中国   674 加藤　翔太          ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ            鳥取大              大2         

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

 2 学中部   350 永田　晴輝          ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ            金沢大              大1         

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

 4 学中国   601 大政　勝喜          ｵｵﾏｻ ﾏｻｷ            愛媛大              大2         

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

 6 学関東     1 増田　光佑          ﾏｽﾀﾞ ｺｳｽｹ           東京学芸大          大2         

 7 学関東   124 宮坂　祐希          ﾐﾔｻｶ ﾕｳｷ            東京農工大          大3         

 8 学九州   815 伊藤　章博          ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ            宮崎大              大2         

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

 5組
 0 学中部   376 吉武倫太郎          ﾖｼﾀｹ ﾘﾝﾀﾛｳ          名古屋工業大        大3         

 1 学九州   795 鈴木　彰馬          ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ           大分大              大3         

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

 3 学関西   524 郡司　拓実          ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｸﾐ           奈良教育大          大4         

 4 学九州   829 古賀圭一郎          ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ          鹿屋体育大          大3         

 5 学中国   618 田中皐太郎          ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ           島根大              大4         

 6 学関東    58 金坂　和真          ｶﾈｻｶ ｶｽﾞﾏ           埼玉大              大3         

 7 学中部   293 成瀬　開斗          ﾅﾙｾ ｶｲﾄ             静岡大              大3         

 8 学関東   101 網野　京勢          ｱﾐﾉ ｷｮｳｾｲ           東京大              大3         

 9 学関西   532 北川　友貴          ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ           滋賀大              大4         
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 6組
 0 学関東    28 吾郷　　遼          ｱｺﾞｳ ﾘｮｳ            横浜市立大          大3         

 1 学中部   347 川本　　天          ｶﾜﾓﾄ ﾃﾝ             金沢大              大2         

 2 学北部   878 水野　泰平          ﾐｽﾞﾉ ﾀｲﾍｲ           東北大              大2         

 3 学中国   640 行徳　克斗          ｷﾞｮｳﾄｸ ｶﾂﾄ          岡山大              大3         

 4 学関東   152 三浦　恵太          ﾐｳﾗ ｹｲﾀ             筑波大              大1         

 5 学関東   147 石井　瑛章          ｲｼｲ ﾃﾙｱｷ            筑波大              大2         

 6 学北部   915 高野　裕生          ﾀｶﾉ ﾕｳｷ             北海道大            大1         

 7 学関西   400 徳永　海偉          ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ            大阪教育大          大2         

 8 学関東   134 八木原悠太          ﾔｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ           一橋大              大3         

 9 学関西   397 片山幸士郎          ｶﾀﾔﾏ ｺｳｼﾛｳ          大阪教育大          大4         

 7組
 0 学関東   198 坂本　康輔          ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ           千葉大              大2         

 1 学中部   286 高橋　宇海          ﾀｶﾊｼ ｳﾐ             岐阜大              大1         

 2 学関東   144 宮村有樹彦          ﾐﾔﾑﾗ ﾕｷﾋｺ           筑波大              大3         

 3 学関西   402 上田　吏騎          ｳｴﾀﾞ ﾘｷ             大阪教育大          大3         

 4 学九州   826 田崎　竜成          ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ           鹿屋体育大          大4         

 5 学中国   638 國本　大海          ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ            岡山大              大3         

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

 7 学関西   443 中川　啓介          ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ          大阪市立大          大4         

 8 学北部   952 折笠　天紀          ｵﾘｶｻ ｿﾗｷ            北海道教育大        大1         

 9 学関東    40 山下　　翼          ﾔﾏｼﾀ ﾂﾊﾞｻ           横浜国立大          大3         


