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

 1 学中国   600 小澤　佑介          ｵｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ           愛媛大              大3         

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

 3 学関東    65 渡邉　　舜          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ           埼玉大              大2         

 4 学中国   701 木之下拓海          ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾐ            海上保安大          大1         

 5 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         

 6 学中国   657 前田　伊吹          ﾏｴﾀﾞ ｲﾌﾞｷ           広島大              大3         

 7 学中国   608 小澤　孝太          ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ            愛媛大              大1         

 8 学関西   464 宮川　大輝          ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｲｷ           神戸大              大2         
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 2組
 0 学関東   127 日川　涼雅          ﾋｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ           東京農工大          大2         

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

 2 学中国   604 長瀧　優人          ﾅｶﾞﾀｷ ﾕｳﾄ           愛媛大              大2         

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

 4 学九州   835 戸田　亮真          ﾄﾀﾞ ﾘｮｳﾏ            鹿屋体育大          大2         

 5 学関西   518 本田　頼衣          ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲ             京都教育大          大2         

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

 7 学中国   675 山田　翔太          ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ           鳥取大              大2         

 8 学関西   500 井坪　　暉          ｲﾂﾎﾞ ｱｷﾗ            京都大              大2         

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

 3組
 0 学中部   350 永田　晴輝          ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ            金沢大              大1         

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

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

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

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

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

 7 学関東   237 内藤　悠貴          ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ            東京工業大          大3         

 8 学北部   927 渡辺　裕希          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ           岩手大              大3         

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

 4組
 0 学中部   388 関田　光陽          ｾｷﾀ ｺｳﾖｳ            新潟大              大1         

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

 2 学関東    82 小林　航大          ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ           首都大              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 学九州   825 野﨑　　充          ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ            鹿屋体育大          大4         

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

 6 学関東    12 小林　俊尊          ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾀｶ          東京学芸大          大1         

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

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

 9 学関西   433 近藤　泰吾          ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｺﾞ          大阪大              大1         


