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 1組
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 3 学中部   360 城下凛太朗          ｼﾛｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ          富山大              大1         

 4 学九州   686 髙口　　晃          ｺｳｸﾞﾁ ﾋｶﾙ           九州大              大3         

 5 学北部   821 吉宮隆之介          ﾖｼﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ         北海道大            大4         
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 2組
 0

 1 学関東   185 下村　直輝          ｼﾓﾑﾗ ﾅｵｷ            防衛大              大4         

 2 学関東   172 堀井貫太朗          ﾎﾘｲ ｶﾝﾀﾛｳ           千葉大              大2         

 3 学関東   168 西島　　瞬          ﾆｼｼﾞﾏ ｼｭﾝ           千葉大              大3         

 4 学北部   828 坂倉　遼亮          ｻｶｸﾗ ﾘｮｳｽｹ          北海道大            大3         

 5 学中国   642 山田　遼河          ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ          山口大              大3         

 6 学関東   191 三宮啓太郎          ｻﾝﾉﾐﾔ ｹｲﾀﾛｳ         防衛大              大3         

 7 学関西   422 篠崎　航介          ｼﾉｻﾞｷ ｺｳｽｹ          大阪大              大3         

 8 学関西   469 山本　征明          ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｱ            神戸大              大2         
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 3組
 0 学関東   111 村山　航輝          ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｷ            東京農工大          大2         

 1 学北部   808 安達　直徹          ｱﾀﾞﾁ ﾅｵﾐﾁ           東北大              大1         

 2 学九州   736 向後　隼輔          ｺｳｺﾞ ｼｭﾝｽｹ          宮崎大              大2         

 3 学中部   364 浅野　航汰          ｱｻﾉ ｺｳﾀ             信州大              大3         

 4 学九州   666 目加田健梧          ﾒｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ           九州工業大          大2         

 5 学関西   503 福田優二郎          ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ         京都大              大3         

 6 学関西   393 信田　涼介          ﾉﾌﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ          大阪教育大          大4         

 7 学関西   497 馬場　英寿          ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ          京都大              大4         

 8 学中部   316 原　　凌太          ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ             愛知教育大          大4         

 9 学中国   610 篠原　颯杜          ｼﾉﾊﾗ ﾊﾔﾄ            香川大              大4         

 4組
 0 学九州   664 田口　彼威          ﾀｸﾞﾁ ｶﾉｲ            九州工業大          大3         

 1 学関東   157 原田　将登          ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ            東京海洋大          大3         

 2 学九州   683 奥原　景太          ｵｸﾊﾗ ｹｲﾀ            九州大              大3         

 3 学中部   272 織田　大世          ｵﾀﾞ ﾀｲｾｲ            静岡大              大2         

 4 学中国   613 村上　晴紀          ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ            香川大              大2         

 5 学九州   670 田中　智志          ﾀﾅｶ ｻﾄｼ             九州工業大          大1         

 6 学関西   437 榊原　繁彰          ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｹﾞｱｷ        大阪公立大          大2         

 7 学関東     2 佐藤大惟工          ｻﾄｳ ﾀｲｸ             東京学芸大          大4         

 8 学関東   189 寺田　　仁          ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞﾝ            防衛大              大4         

 9 学九州   745 吉野　暢晃          ﾖｼﾉ ﾉﾌﾞｱｷ           琉球大              大3         

 5組
 0 学中部   376 小林　稜大          ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ          新潟大              大2         

 1 学関東   203 山口　英真          ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ          東京工業大          大3         

 2 学九州   680 田中　宏昌          ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ            九州大              大4         

 3 学九州   720 田山　舜晟          ﾀﾔﾏ ｼｭﾝｾｲ           鹿児島大            大4         

 4 学中部   342 小田原康祐          ｵﾀﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ          金沢大              大3         

 5 学九州   766 横山　栞優          ﾖｺﾔﾏ ｶｷﾞﾛ           鹿屋体育大          大2         

 6 学関西   396 二宮　亮太          ﾆﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ           大阪教育大          大3         

 7 学関東    14 橘　　一樹          ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞｷ          東京学芸大          大1         

 8 学中部   321 宮﨑　　悠          ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳ            愛知教育大          大2         

 9 学九州   791 松山　琉哉          ﾏﾂﾔﾏ ﾘｭｳﾔ           名桜大              大2         
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 6組
 0 学関東    84 結城　賢志          ﾕｳｷ ｹﾝｼ             東京大              大4         

 1 学関東    92 植村　港人          ｳｴﾑﾗ ﾐﾅﾄ            東京大              大3         

 2 学関東    46 堤　　悠人          ﾂﾂﾐ ﾕｳﾄ             埼玉大              大3         

 3 学中国   585 村上　太一          ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ            岡山大              大1         

 4 学関西   438 道越　光星          ﾐﾁｺﾞｴ ｺｳｾｲ          大阪公立大          大4         

 5 学中部   370 別所　　輝          ﾍﾞｯｼｮ ﾋｶﾙ           名古屋工業大        大2         

 6 学中部   253 小寺健太朗          ｺﾃﾗ ｹﾝﾀﾛｳ           岐阜大              大4         

 7 学中国   599 菊地　空音          ｷｸﾁ ｱｵﾄ             広島大              大1         

 8 学北部   825 菅　　大空          ｽｶﾞ ﾂﾊﾞｻ            北海道大            大3         

 9 学関西   466 三宅　　翔          ﾐﾔｹ ｶｹﾙ             神戸大              大4         

 7組
 0 学関西   465 村尾　知紀          ﾑﾗｵ ﾄﾓｷ             神戸大              大4         

 1 学北部   799 結城　大河          ﾕｳｷ ﾀｲｶﾞ            東北大              大4         

 2 学中国   579 多田　貴資          ﾀﾀﾞ ﾀｶｼ             岡山大              大2         

 3 学九州   770 市村　優弥          ｲﾁﾑﾗ ﾕｳﾔ            鹿屋体育大          大1         

 4 学九州   755 田中　一光          ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ            鹿屋体育大          大4         

 5 学中国   573 房野　泰知          ﾎﾞｳﾉ ﾀｲﾁ            岡山大              大4         

 6 学中部   359 平野　洋康          ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾔｽ            富山大              大2         

 7 学中国   612 山田　晃司          ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ           香川大              大2         

 8 学関東     1 岡林　晃央          ｵｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋｻ         東京学芸大          大4         

 9 学関西   507 奥田　幸登          ｵｸﾀﾞ ﾕｷﾄ            京都大              大2         

 8組
 0 学関東   138 井上　嘉人          ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ            筑波大              大1         

 1 学北部   800 大槻　　翼          ｵｵﾂｷ ﾂﾊﾞｻ           東北大              大4         

 2 学関東   175 頓所　拓海          ﾄﾝｼｮ ﾀｸﾐ            千葉大              大1         

 3 学関東    86 大川　和真          ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾏ           東京大              大4         

 4 学関東   127 岩崎　世那          ｲﾜｻｷ ｾﾅ             筑波大              大3         

 5 学関東   122 小島健太郎          ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ          筑波大              大4         

 6 学関西   390 大崎　達也          ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ            大阪教育大          大4         

 7 学関西   424 大前翔太朗          ｵｵﾏｴ ｼｮｳﾀﾛｳ         大阪大              大3         

 8 学中部   278 山本　拓海          ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ            静岡大              大2         

 9 学中部   270 村尾　遼太          ﾑﾗｵ ﾘｮｳﾀ            静岡大              大4         


