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 1組
 0

 1

 2 学中国   619 遠藤　尚志          ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ         島根大              大3         

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

 4 学中国   661 中山　雄介          ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ           広島大              大2         

 5 学北部   929 佐々木悠斗          ｻｻｷ ﾕｳﾄ             岩手大              大1         

 6 学関東     2 日野　薫平          ﾋﾉ ｸﾝﾍﾟｲ            東京学芸大          大3         

 7 学北部   926 石黒　頌明          ｲｼｸﾞﾛ ｺｳﾒｲ          岩手大              大4         

 8

 9

 2組
 0 学関西   559 岩井　柊太          ｲﾜｲ ｼｭｳﾀ            滋賀県立大          大3         

 1 学関西   446 万竝　　亮          ﾏﾝﾅﾐ ﾘｮｳ            大阪市立大          大3         

 2 学北部   872 神田　真佑          ｶﾝﾀﾞ ｼﾝｽｹ           東北大              大3         

 3 学関東   106 結城　賢志          ﾕｳｷ ｹﾝｼ             東京大              大1         

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

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

 6 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         

 7 学関東    29 石田　一真          ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ           横浜市立大          大3         

 8 学関西   532 北川　友貴          ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ           滋賀大              大4         

 9 学九州   823 田中　　陽          ﾀﾅｶ ﾖｳ              鹿屋体育大          大4         

 3組
 0 学関東   198 坂本　康輔          ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ           千葉大              大2         

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

 2 学関東    98 長谷川一馬          ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ          東京大              大4         

 3 学北部   893 須藤　智貴          ｽﾄｳ ﾉﾘﾀｹ            山形大              大2         

 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 学関西   558 田代　隼大          ﾀｼﾛ ﾊﾔﾄ             奈良県立医大        大2         

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

 7 学関東    77 関井　大輔          ｾｷｲ ﾀﾞｲｽｹ           首都大              大3         

 8 学九州   802 山下　　茂          ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞﾙ           鹿児島大            大3         

 9 学関東    39 ﾚｲｴｽﾗｳｽﾃｨﾝ          ﾚｲｴｽ ﾗｳｽﾃｨﾝ         横浜国立大          大4         

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

 1 学関西   571 山中　　要          ﾔﾏﾅｶ ｶﾅﾒ            兵庫県立大          大2         

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

 3 学関東     8 佐藤大惟工          ｻﾄｳ ﾀｲｸ             東京学芸大          大1         

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

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

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

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

 8 学九州   805 東　　遼大          ﾋｶﾞｼ ﾊﾙﾄ            鹿児島大            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         

 5組
 0 学関西   450 道越　光星          ﾐﾁｺﾞｴ ｺｳｾｲ          大阪市立大          大1         

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

 2 学中国   642 房野　泰知          ﾎﾞｳﾉ ﾀｲﾁ            岡山大              大1         

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

 4 学関東   103 石井　　了          ｲｼｲ ﾘｮｳ             東京大              大2         

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

 6 学中部   383 小林　京平          ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ         新潟大              大3         

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

 8 学北部   957 金澤　竜太          ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ          室蘭工業大          大4         

 9 学北部   890 林　　結吾          ﾊﾔｼ ﾕｳｱ             山形大              大2         
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 6組
 0 学北部   882 結城　大河          ﾕｳｷ ﾀｲｶﾞ            東北大              大1         

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

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

 3 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         

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

 5 学中国   695 西小野英瑠          ﾆｼｵﾉ ｴｲﾙ            海上保安大          大4         

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

 7 学関東   236 松島　諒汰          ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳﾀ           東京工業大          大3         

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

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

 7組
 0 学関東   156 野副　　隼          ﾉｿﾞｴ ﾊﾔﾄ            筑波大              大1         

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

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

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

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

 5 学関東   155 小島健太郎          ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ          筑波大              大1         

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

 7 学九州   782 重松　誠弥          ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲﾔ           佐賀大              大4         

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

 9 学九州   762 伊野拳太朗          ｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ            長崎大              大3         

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

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

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

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

 4 学中国   617 堆　　裕貴          ｱｸﾂ ﾕｳｷ             島根大              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   459 倉田　和俊          ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ           神戸大              大4         

 7 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         

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

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

 9組
 0 学関西   516 徳永　　凱          ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲ            京都教育大          大4         

 1 学九州   821 杉野翔太郎          ｽｷﾞﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ         琉球大              大3         

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

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

 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 学中国   634 星島　貴志          ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ            岡山大              大4         

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

 8 学中国   703 林　　大介          ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ           山口大              大4         

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


