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 1組
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 2 学関西   421 秋山　拓海          ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾐ            大阪大              大3         

 3 学関西   473 新保　　空          ｼﾝﾎﾞ ｿﾗ             神戸大              大3         

 4 学関西   413 川野　誠悟          ｶﾜﾉ ｾｲｺﾞ            大阪大              大4         

 5 学北部   802 西岡　滉生          ﾆｼｵｶ ｺｳｷ            東北大              大2         

 6 学中部   245 尾﨑　春彦          ｵｻﾞｷ ﾊﾙﾋｺ           名古屋大            大1         

 7 学関東    97 榮川眞太郎          ｴｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ          東京大              大2         
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 2組
 0 学関東    87 安達　　陸          ｱﾀﾞﾁ ﾘｸ             東京大              大4         

 1 学中部   320 友岡　大介          ﾄﾓｵｶ ﾀﾞｲｽｹ          愛知教育大          大2         

 2 学中部   338 永田　晴輝          ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ            金沢大              大4         

 3 学北部   869 折笠　天紀          ｵﾘｶｻ ｿﾗｷ            北海道教育大        大4         

 4 学中国   601 光永　　航          ﾐﾂﾅｶﾞ ｺｳ            広島大              大1         

 5 学中国   657 塚本　竣也          ﾂｶﾓﾄ ｼｭﾝﾔ           山口理科大          大1         

 6 学北部   807 大川　真宙          ｵｵｶﾜ ﾏﾋﾛ            東北大              大1         

 7 学北部   820 小野　一弥          ｵﾉ ｶｽﾞﾔ             北海道大            大4         

 8 学関西   392 恵田　史偉          ｴﾀﾞ ｼｴﾗ             大阪教育大          大4         

 9 学中部   271 前澤　　侑          ﾏｴｻﾞﾜ ﾕｳ            静岡大              大3         

 3組
 0 学中国   583 有富　一真          ｱﾘﾄﾐ ｶｽﾞﾏ           岡山大              大1         

 1 学中国   549 藤岡　大知          ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾞｲﾁ          徳島大              大1         

 2 学中国   651 吉本　　瞬          ﾖｼﾓﾄ ｼｭﾝ            高知工科大          大2         

 3 学関東   218 塚本　進平          ﾂｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ          群馬大              大2         

 4 学九州   769 杉浦　涼一          ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｲﾁ         鹿屋体育大          大1         

 5 学九州   759 野田　京聖          ﾉﾀﾞ ｷｮｳｾｲ           鹿屋体育大          大3         

 6 学関東     4 小林　俊尊          ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾀｶ          東京学芸大          大4         

 7 学北部   805 小野寺　智          ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄﾙ           東北大              大2         

 8 学関西   531 神尾　拓斗          ｶﾐｵ ﾀｸﾄ             神戸市立高専        大1         

 9 学関西   420 渡辺　誠也          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ           大阪大              大3         

 4組
 0 学九州   663 本祥　　駿          ﾎﾝｼﾞｮｳ ｼｭﾝ          九州工業大          大4         

 1 学関西   512 後藤　寛貴          ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾀｶ           京都大              大1         

 2 学中部   317 関口　凌聖          ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳｾｲ         愛知教育大          大3         

 3 学九州   691 濱田　拓海          ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ            九州大              大1         

 4 学九州   754 堀内　健裕          ﾎﾘｳﾁ ﾀｹﾋﾛ           鹿屋体育大          大4         

 5 学関西   397 竹田　瞬希          ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｷ           大阪教育大          大3         

 6 学九州   712 田中　尚汰          ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ            熊本県立大          大1         

 7 学九州   687 中本　和馬          ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ           九州大              大1         

 8 学関西   510 井芹　琢人          ｲｾﾘ ﾀｸﾄ             京都大              大2         

 9 学関西   476 細見　隼斗          ﾎｿﾐ ﾊﾔﾄ             神戸大              大2         

 5組
 0 学中国   641 丸岡　拓己          ﾏﾙｵｶ ﾀｸﾐ            山口大              大3         

 1 学関東   201 渕上　正浩          ﾌﾁｳｴ ﾏｻﾋﾛ           東京工業大          大4         

 2 学中部   260 戸田　和樹          ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ            岐阜大              大2         

 3 学九州   684 安芸　諒介          ｱｷ ﾘｮｳｽｹ            九州大              大3         

 4 学関東   117 三浦　恵太          ﾐｳﾗ ｹｲﾀ             筑波大              大4         

 5 学関東   100 松本恭太郎          ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ         東京大              大1         

 6 学中国   581 矢野　和尊          ﾔﾉ ﾜﾀﾙ              岡山大              大2         

 7 学中部   238 森本　貴大          ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ            名古屋大            大4         

 8 学九州   792 長谷　　岳          ﾊｾ ﾀｹﾙ              名桜大              大2         

 9 学九州   700 福田　海輝          ﾌｸﾀﾞ ｶｲｷ            長崎大              大2         


