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 1組
 0

 1

 2 学関西   432 冨田　雄揮          ﾄﾐﾀ ﾕｳｷ             大阪大              大1         

 3 学関東    64 岩田　脩吾          ｲﾜﾀ ｼｭｳｺﾞ           埼玉大              大2         

 4 学関西   427 井崎　洋介          ｲｻﾞｷ ﾖｳｽｹ           大阪大              大2         

 5 学関東    36 濵田　颯太          ﾊﾏﾀﾞ ｿｳﾀ            横浜国立大          大4         

 6 学北部   906 津崎　朝輝          ﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ            北海道大            大2         

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

 8

 9

 2組
 0 学関東    22 石井　孝明          ｲｼｲ ｺｳﾒｲ            電気通信大          大4         

 1 学中部   345 坂下　侑哉          ｻｶｼﾀ ﾕｳﾔ            金沢大              大3         

 2 学関西   401 三村　朋裕          ﾐﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ            大阪教育大          大1         

 3 学中部   322 松井　彰太          ﾏﾂｲ ｼｮｳﾀ            愛知教育大          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   243 藤林　颯杜          ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ        茨城大              大1         

 6 学関西   565 松原　怜耶          ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾚｲﾔ           神戸市立高専        大1         

 7 学関西   406 恵田　史偉          ｴﾀﾞ ｼｴﾗ             大阪教育大          大1         

 8 学中国   625 玉井　勇伍          ﾀﾏｲ ﾕｳｺﾞ            島根大              大1         

 9 学関東   189 藤田　湧登          ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ            千葉大              大3         

 3組
 0 学北部   879 佐々木雄平          ｻｻｷ ﾕｳﾍｲ            東北大              大2         

 1 学中国   712 畠中　崚志          ﾊﾀｹﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ         山口大              大1         

 2 学関東    11 袴田　　理          ﾊｶﾏﾀ ｻﾄﾙ            東京学芸大          大1         

 3 学九州   851 生野　優太          ｼｮｳﾉ ﾕｳﾀ            北九州市立大        大1         

 4 学中部   284 真野　暉大          ﾏﾉ ｱｷﾄ              岐阜大              大2         

 5 学九州   858 小田原将吾          ｵﾀﾞﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ         名桜大              大3         

 6 学関東   138 森山　将大          ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ         筑波大              大4         

 7 学九州   788 太田　広夢          ｵｵﾀ ﾋﾛﾑ             佐賀大              大2         

 8 学関西   509 日下　和希          ｸｻｶ ｶｽﾞｷ            京都大              大1         

 9 学関東   118 松原　忠弘          ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ         東京農工大          大3         

 4組
 0 学関西   543 徳永　海斗          ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ           大阪府立大          大4         

 1 学関西   519 細川　侑成          ﾎｿｶﾜ ﾕｳﾅ            京都教育大          大1         

 2 学関東   226 古谷　　淳          ﾌﾙﾔ ｼﾞｭﾝ            防衛大              大2         

 3 学関東    96 深野麟之介          ﾌｶﾉ ﾘﾝﾉｽｹ           東京大              大4         

 4 学中部   299 村尾　遼太          ﾑﾗｵ ﾘｮｳﾀ            静岡大              大1         

 5 学関東   256 藤野　尚之          ﾌｼﾞﾉ ﾅｵﾕｷ           高崎経済大          大1         

 6 学関東    43 吉川　翔理          ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾘ           横浜国立大          大1         

 7 学関西   507 加藤　公朗          ｶﾄｳ ｷﾐｱｷ            京都大              大1         

 8 学中部   349 蘭　　雄大          ｱﾗﾗｷﾞ ﾕｳﾀﾞｲ         金沢大              大2         

 9 学中国   683 道端　智紀          ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ           高知大              大3         

 5組
 0 学関東   239 浅見　元哉          ｱｻﾞﾐ ﾓﾄﾔ            東京工業大          大2         

 1 学中国   705 高橋　　穣          ﾀｶﾊｼ ｼﾞｮｳ           山口大              大4         

 2 学九州   827 澤本康太郎          ｻﾜﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ          鹿屋体育大          大3         

 3 学関東   214 秋山　翔吾          ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ          防衛大              大4         

 4 学中国   633 樋口　淳哉          ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ          岡山大              大4         

 5 学九州   838 井上　　武          ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ            鹿屋体育大          大1         

 6 学中部   368 小幡　祐暉          ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｷ            信州大              大3         

 7 学関西   405 大崎　達也          ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ            大阪教育大          大1         

 8 学関東   232 山本　蒔恩          ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾝ            東京工業大          大4         

 9 学九州   765 森田　恭矢          ﾓﾘﾀ ﾕｷﾔ             熊本大              大4         
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 6組
 0 学関西   502 今瀧　雄登          ｲﾏﾀｷ ﾕｳﾄ            京都大              大2         

 1 学中部   362 門脇　正知          ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾀﾞﾁｶ         富山大              大2         

 2 学関西   487 五藤　　廉          ｺﾞﾄｳ ﾚﾝ             和歌山大            大2         

 3 学中国   637 田之上将太          ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ           岡山大              大4         

 4 学関東   143 大塚　俊貴          ｵｵﾂｶ ﾄｼｷ            筑波大              大3         

 5 学九州   833 菊池　玲希          ｷｸﾁ ﾚｲｷ             鹿屋体育大          大2         

 6 学中国   621 平田　隆一          ﾋﾗﾀ ﾘｭｳｲﾁ           島根大              大3         

 7 学中国   702 末田　充生          ｽｴﾀ ﾐﾂｵ             山口大              大5         

 8 学九州   744 石井　悠真          ｲｼｲ ﾕｳﾏ             九州大              大2         

 9 学九州   856 中村　結城          ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ            名桜大              大3         

 7組
 0 学北部   885 松尾　剛志          ﾏﾂｵ ﾂﾖｼ             小樽商科大          大3         

 1 学中国   615 小髙　稜平          ｵﾀﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ          島根大              大4         

 2 学中部   387 五十嵐　元          ｲｶﾗｼ ｹﾞﾝ            新潟大              大1         

 3 学北部   891 髙橋　　猛          ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ            山形大              大2         

 4 学関東   142 猪狩　雄哉          ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ            筑波大              大4         

 5 学関西   429 髙橋　裕汰          ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ            大阪大              大2         

 6 学関西   467 西田　和也          ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ           神戸大              大3         

 7 学北部   951 斉藤　成龍          ｻｲﾄｳ ｾｲﾘｭｳ          北海道教育大        大2         

 8 学北部   883 大槻　　翼          ｵｵﾂｷ ﾂﾊﾞｻ           東北大              大1         

 9 学九州   747 富﨑　　脩          ﾄﾐｻﾞｷ ｼｭｳ           九州大              大2         


