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 1組
 0

 1

 2 学九州   751 渡邊　嵩士          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾄ          九州大              大1         

 3 学北部   955 田中　陽紀          ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ             岩手県立大          大1         

 4 学関西   461 石井　　快          ｲｼｲ ｶｲ              神戸大              大3         

 5 学関西   536 橋本　健吾          ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｺﾞ           滋賀大              大1         

 6 学関東   183 平野　　嶺          ﾋﾗﾉ ﾚｲ              東京外国語大        大1         

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

 8

 9

 2組
 0 学中部   388 関田　光陽          ｾｷﾀ ｺｳﾖｳ            新潟大              大1         

 1 学関東    28 吾郷　　遼          ｱｺﾞｳ ﾘｮｳ            横浜市立大          大3         

 2 学中国   704 近藤　潤一          ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ        山口大              大3         

 3 学関東   224 北原　裕士          ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼ            防衛大              大3         

 4 学北部   904 藤生　智大          ﾌｼﾞｵ ﾁﾋﾛ            北海道大            大3         

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

 6 学北部   930 瀬川　智尋          ｾｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ            岩手大              大1         

 7 学九州   746 牛島　　陸          ｳｼｼﾞﾏ ﾘｸ            九州大              大2         

 8 学関西   399 長島　昂平          ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ          大阪教育大          大3         

 9 学北部   907 須波　　和          ｽﾅﾐ ｶｽﾞ             北海道大            大3         

 3組
 0 学九州   748 坂口　　慎          ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝ            九州大              大2         

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

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

 3 学中部   340 髙木　翔太          ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ           金沢大              大3         

 4 学中国   680 豊田　裕也          ﾄﾖﾀ ﾕｳﾔ             高知大              大4         

 5 学中国   684 中　　　陽          ﾅｶ ｱｷﾗ              高知大              大3         

 6 学関東   104 興津　亨祐          ｵｷﾂ ｷｮｳｽｹ           東京大              大2         

 7 学関西   562 磯部　怜大          ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳﾀ           神戸市立高専        大1         

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

 9 学中部   343 花岡　慶弥          ﾊﾅｵｶ ｹｲﾔ            金沢大              大3         

 4組
 0 学関東   230 寺田　　仁          ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞﾝ            防衛大              大1         

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

 2 学中国   728 古安　歓地          ﾌﾙﾔｽ ｶﾝﾁ            高知工科大          大1         

 3 学関西   488 田中　琉太          ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ            和歌山大            大1         

 4 学関東    63 高橋　賢信          ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ           埼玉大              大2         

 5 学九州   859 大坪　周平          ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾍｲ         名桜大              大3         

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

 7 学関西   421 時任　晃成          ﾄｷﾄｳ ｺｳｾｲ           大阪大              大3         

 8 学関東    56 竹内　　昴          ﾀｹｳﾁ ｽﾊﾞﾙ           埼玉大              大3         

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

 5組
 0 学九州   761 大渡　功晟          ｵｵﾜﾀﾘ ｺｳｾｲ          長崎大              大2         

 1 学関西   493 和田竜太朗          ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ          京都大              大4         

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

 3 学関西   577 森島　悠貴          ﾓﾘｼﾏ ﾕｳｷ            京都府立医大        大2         

 4 学関東   255 武藤　光輝          ﾑﾄｳ ﾐﾂｷ             高崎経済大          大4         

 5 学中国   623 大國　正登          ｵｵｸﾆ ﾏｻﾄ            島根大              大2         

 6 学中国   654 林　　圭亮          ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ            広島大              大4         

 7 学関西   462 恵田　寧人          ｴﾀﾞ ﾈｲﾄ             神戸大              大3         

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

 9 学関西   443 中川　啓介          ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ          大阪市立大          大4         
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 6組
 0 学関東   220 松本　佑介          ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ           防衛大              大2         

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

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

 3 学九州   861 仲上　佳輝          ﾅｶｶﾞﾐ ﾖｼｷ           名桜大              大1         

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

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

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

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

 8 学関東    23 馬原　愛斗          ﾏﾊﾗ ｱｲﾄ             電気通信大          大3         

 9 学関西   535 佐々木亜留          ｻｻｷ ｱﾙ              滋賀大              大2         

 7組
 0 学関西   448 中川　大輔          ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         大阪市立大          大2         

 1 学北部   924 阿部　　樹          ｱﾍﾞ ﾀﾂｷ             宮城教育大          大4         

 2 学九州   803 白石　雄樹          ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ            鹿児島大            大3         

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

 4 学九州   832 田切　和也          ﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾔ           鹿屋体育大          大2         

 5 学関東   145 藤井　勇大          ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ          筑波大              大3         

 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 学中部   266 山田　直樹          ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ            名古屋大            大2         

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

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

 8組
 0 学中国   616 竹内　健悟          ﾀｹｳﾁ ｹﾝｺﾞ           島根大              大5         

 1 学関東    41 内藤　大智          ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ            横浜国立大          大3         

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

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

 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 学関東   150 河原　　啓          ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾑ            筑波大              大2         

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

 7 学中部   280 竹内　裕哉          ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ            岐阜大              大2         

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

 9 学関西   539 服部励太郎          ﾊｯﾄﾘ ﾚｲﾀﾛｳ          大阪府立大          大4         


