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 3 学中国   706 宮本　康介          ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ           山口大              大3         

 4 学関東    78 永吉雪之介          ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｷﾉｽｹ         首都大              大3         

 5 学中国   704 近藤　潤一          ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ        山口大              大3         
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 2組
 0 学九州   748 坂口　　慎          ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝ            九州大              大2         

 1 学中国   659 松谷　晃汰          ﾏﾂﾀﾆ ｺｳﾀ            広島大              大2         

 2 学関西   465 瀬下　幸成          ｾｼﾓ ﾕｷﾅﾘ            神戸大              大3         

 3 学中部   285 加藤　拓海          ｶﾄｳ ﾀｸﾐ             岐阜大              大1         

 4 学中国   641 川原　大雅          ｶﾜﾊﾗ ﾀｲｶﾞ           岡山大              大2         

 5 学関東    62 芦塚　雅之          ｱｼﾂﾞｶ ﾏｻﾕｷ          埼玉大              大1         

 6 学中国   662 井尻　大晴          ｲｼﾞﾘ ﾀｲｾｲ           広島大              大2         

 7 学関西   428 川口　峻平          ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ        大阪大              大1         

 8 学九州   823 田中　　陽          ﾀﾅｶ ﾖｳ              鹿屋体育大          大4         
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 3組
 0 学関東   104 興津　亨祐          ｵｷﾂ ｷｮｳｽｹ           東京大              大2         

 1 学関東   225 下村　直輝          ｼﾓﾑﾗ ﾅｵｷ            防衛大              大1         

 2 学関東   127 日川　涼雅          ﾋｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ           東京農工大          大2         

 3 学中部   319 小鷹　　慎          ｺﾀｶ ｼﾝ              愛知教育大          大4         

 4 学北部   943 鈴村　隆介          ｽｽﾞﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ         弘前大              大3         

 5 学中部   287 小寺健太朗          ｺﾃﾗ ｹﾝﾀﾛｳ           岐阜大              大1         

 6 学関西   533 藤本　　稜          ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ           滋賀大              大4         

 7 学中部   341 江端　航希          ｴﾊﾞﾀ ｺｳｷ            金沢大              大4         

 8 学関西   484 大橋　亮也          ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ           和歌山大            大4         

 9 学北部   882 結城　大河          ﾕｳｷ ﾀｲｶﾞ            東北大              大1         

 4組
 0 学九州   784 坂口　大成          ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ          佐賀大              大2         

 1 学九州   761 大渡　功晟          ｵｵﾜﾀﾘ ｺｳｾｲ          長崎大              大2         

 2 学関西   470 門　　隆一          ｶﾄﾞ ﾘｭｳｲﾁ           神戸大              大2         

 3 学関西   450 道越　光星          ﾐﾁｺﾞｴ ｺｳｾｲ          大阪市立大          大1         

 4 学関西   540 牛尾　海斗          ｳｼｵ ｶｲﾄ             大阪府立大          大4         

 5 学九州   785 石田　友輝          ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ            佐賀大              大3         

 6 学北部   903 佐々木建晟          ｻｻｷ ｹﾝｾｲ            北海道大            大3         

 7 学中国   727 矢野　智久          ﾔﾉ ﾄﾓﾋｻ             高知工科大          大2         

 8 学関東   230 寺田　　仁          ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞﾝ            防衛大              大1         

 9 学中国   655 住吉　勇樹          ｽﾐﾖｼ ﾕｳｷ            広島大              大4         

 5組
 0 学九州   824 生田　航介          ｲｸﾀ ｺｳｽｹ            鹿屋体育大          大4         

 1 学関西   554 辻村　啓輔          ﾂｼﾞﾑﾗ ｹｲｽｹ          奈良県立医大        大6         

 2 学中国   730 森岡　璃久          ﾓﾘｵｶ ﾘｸ             松江工業高専        大3         

 3 学北部   874 舘　　宏輔          ﾀﾁ ｺｳｽｹ             東北大              大1         

 4 学関東   190 宮嵜　拓海          ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ           千葉大              大3         

 5 学北部   958 南原　太蒼          ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾀｲｿﾞｳ         室蘭工業大          大2         

 6 学中国   599 松村　俊輝          ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｷ            徳島大              大3         

 7 学関西   516 徳永　　凱          ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ            京都教育大          大4         

 8 学関東   195 佐藤　　航          ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ             千葉大              大3         

 9 学九州   861 仲上　佳輝          ﾅｶｶﾞﾐ ﾖｼｷ           名桜大              大1         
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 6組
 0 学中国   634 星島　貴志          ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ            岡山大              大4         

 1 学関東   216 工藤慎一朗          ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ         防衛大              大4         

 2 学中部   344 安井　優介          ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ            金沢大              大3         

 3 学九州   837 田中　一光          ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ            鹿屋体育大          大1         

 4 学関東   148 島　　賢人          ｼﾏ ｹﾝﾄ              筑波大              大2         

 5 学中国   644 塚原　　鉄          ﾂｶﾊﾗ ﾃﾂ             岡山大              大1         

 6 学関西   459 倉田　和俊          ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ           神戸大              大4         

 7 学関東   149 石井　優至          ｲｼｲ ﾕｳｼﾞ            筑波大              大2         

 8 学中国   603 宮本　侑磨          ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾏ            愛媛大              大2         

 9 学関東    79 岩瀬　龍祐          ｲﾜｾ ﾘｭｳｽｹ           首都大              大3         

 7組
 0 学関東    23 馬原　愛斗          ﾏﾊﾗ ｱｲﾄ             電気通信大          大3         

 1 学九州   783 坪内　　豊          ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ           佐賀大              大4         

 2 学関西   419 植村　泰拓          ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ           大阪大              大4         

 3 学関西   447 重村　　優          ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ            大阪市立大          大3         

 4 学関西   445 西　　勇柊          ﾆｼ ﾕｳﾄｳ             大阪市立大          大3         

 5 学中部   279 近藤　晃矢          ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾔ           岐阜大              大4         

 6 学中部   324 浜田　英嗣          ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ           愛知教育大          大1         

 7 学中国   685 丑本　知大          ｳｼﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ           高知大              大1         

 8 学関東     9 山本　大夢          ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ            東京学芸大          大1         

 9 学北部   869 永作　太一          ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ           東北大              大3         

 8組
 0 学中国   624 松本　　海          ﾏﾂﾓﾄ ｶｲ             島根大              大2         

 1 学九州   739 中川　義健          ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ          九州大              大3         

 2 学関西   404 友武　　涼          ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ            大阪教育大          大2         

 3 学関東   139 向中野元気          ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ         筑波大              大4         

 4 学北部   910 堀合孝太郎          ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ          北海道大            大3         

 5 学関東    38 神田　莉央          ｶﾝﾀﾞ ﾘｵ             横浜国立大          大4         

 6 学関東   182 井上　　優          ｲﾉｳｴ ﾕｳ             東京外国語大        大3         

 7 学北部   913 須田　大輝          ｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ            北海道大            大2         

 8 学関東   235 岡野　　響          ｵｶﾉ ﾋﾋﾞｷ            東京工業大          大2         

 9 学中部   346 川本　莉久          ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ             金沢大              大3         


