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 3 学九州   679 岩田　隆人          ｲﾜﾀ ﾀｶﾄ             九州大              大4         

 4 学中部   255 村川　光輝          ﾑﾗｶﾜ ｺｳｷ            岐阜大              大3         

 5 学北部   801 冨永　　穏          ﾄﾐﾅｶﾞ ﾔｽｷ           東北大              大2         
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 2組
 0 学中国   593 井尻　悠晴          ｲｼﾞﾘ ﾕｳｾｲ           広島大              大3         

 1 学関東    80 新保　幸輝          ｼﾝﾎﾞ ｺｳｷ            東京大              大4         

 2 学関東     7 小林麟之介          ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾉｽｹ         東京学芸大          大3         

 3 学関東    37 藤田　大輝          ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ            横浜国立大          大2         

 4 学中部   268 月見里祥真          ﾂｷﾐｻﾄ ｼｮｳﾏ          静岡大              大4         

 5 学関東   124 岡野　　新          ｵｶﾉ ｱﾗﾀ             筑波大              大3         

 6 学中部   281 遠藤　岳利          ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾞｸﾄ          静岡大              大1         

 7 学関西   509 松本　直己          ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ            京都大              大2         

 8 学関西   427 石井　　歩          ｲｼｲ ｱﾕﾑ             大阪大              大2         

 9 学関西   463 徳山　元太          ﾄｸﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ           神戸大              大3         

 3組
 0 学関東   208 田中　理敬          ﾀﾅｶ ﾐﾁﾀｶ            東京工業大          大1         

 1 学関西   541 石崎　夏音          ｲｼｻﾞｷ ｶﾉﾝ           兵庫県立大          大2         

 2 学関西   522 佐々木亜留          ｻｻｷ ｱﾙ              滋賀大              大4         

 3 学中部   294 元原　　祥          ﾓﾄﾊﾗ ｼｮｳ            三重大              大1         

 4 学中部   276 門脇　正享          ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾀﾞﾕｷ         静岡大              大3         

 5 学関西   493 岡　　謙佑          ｵｶ ｹﾝｽｹ             和歌山大            大1         

 6 学関東   121 藤田　智弥          ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ            筑波大              大3         

 7 学中国   555 谷山　　悠          ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾙｶ            愛媛大              大2         

 8 学関東   171 大杉　優介          ｵｵｽｷﾞ ﾕｳｽｹ          千葉大              大2         

 9 学関西   472 岡崎　圭佑          ｵｶｻﾞｷ ｹｲｽｹ          神戸大              大3         

 4組
 0 学中国   598 宮本　滉聖          ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｾｲ           広島大              大2         

 1 学関西   447 岡山　　雅          ｵｶﾔﾏ ﾏｻｼ            大阪公立大          大3         

 2 学中部   313 浜田　英嗣          ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ           愛知教育大          大4         

 3 学中部   318 後藤　崚太          ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ           愛知教育大          大2         

 4 学九州   771 坂本　春空          ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｸ            鹿屋体育大          大1         

 5 学関西   489 田中　琉太          ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ            和歌山大            大4         

 6 学中国   584 竹内　悠翔          ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ            岡山大              大1         

 7 学関西   410 川口　峻平          ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ        大阪大              大4         

 8 学九州   767 日栄　健太          ﾋｴｲ ｹﾝﾀ             鹿屋体育大          大1         

 9 学中部   367 西口　克輝          ﾆｼｸﾞﾁ ｶﾂｷ           信州大              大2         

 5組
 0 学関東   216 會澤　　廉          ｱｲｻﾞﾜ ﾚﾝ            茨城大              大2         

 1 学関西   502 山本裕一朗          ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ         京都大              大3         

 2 学北部   798 舘　　宏輔          ﾀﾁ ｺｳｽｹ             東北大              大4         

 3 学中国   547 児玉　俊二          ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｼﾞ          徳島大              大2         

 4 学九州   764 水上　瑠日          ﾐｽﾞｶﾐ ﾙｶ            鹿屋体育大          大2         

 5 学関西   398 悦過　大知          ｴﾂｶ ﾀﾞｲﾁ            大阪教育大          大3         

 6 学関東   193 井上欣次郎          ｲﾉｳｴ ｷﾝｼﾞﾛｳ         防衛大              大2         

 7 学関東     3 山本　大夢          ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ            東京学芸大          大4         

 8 学九州   685 矢田　鈴人          ﾔﾀ ｽｽﾞﾄ             九州大              大2         

 9 学関東    89 堀　　壮介          ﾎﾘ ｿｳｽｹ             東京大              大2         
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 6組
 0 学関東    90 笠原颯太郎          ｶｻﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ          東京大              大2         

 1 学関西   417 吉野　裕貴          ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ             大阪大              大3         

 2 学中国   597 浦田　篤志          ｳﾗﾀ ｱﾂｼ             広島大              大2         

 3 学関西   401 生部　悠樹          ｼｮｳﾌﾞ ﾕｳｷ           大阪教育大          大2         

 4 学関東   139 宮本　直輝          ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ            筑波大              大1         

 5 学中国   574 塚原　　鉄          ﾂｶﾊﾗ ﾃﾂ             岡山大              大4         

 6 学関西   475 縄田　大翔          ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ             神戸大              大1         

 7 学関西   508 宮田　　潤          ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝ            京都大              大2         

 8 学中部   256 堂本　悠介          ﾄﾞｳﾓﾄ ﾕｳｽｹ          岐阜大              大3         

 9 学関西   404 矢野　隼一          ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ           大阪教育大          大1         


