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 1組
 0

 1

 2 学関東    87 安達　　陸          ｱﾀﾞﾁ ﾘｸ             東京大              大4         

 3 学関西   443 香月　佑太          ｶﾂｷ ﾕｳﾀ             大阪公立大          大3         

 4 学北部   827 長岐　幸尚          ﾅｶﾞｷ ﾕｷﾋｻ           北海道大            大3         

 5 学関西   470 近藤　真史          ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ           神戸大              大2         

 6 学中部   241 天野　翔馬          ｱﾏﾉ ｼｮｳﾏ            名古屋大            大2         

 7 学関東   194 大沢　奏翔          ｵｵｻﾜ ｶﾅﾄ            防衛大              大1         

 8

 9

 2組
 0 学関東    81 井出龍之介          ｲﾃﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ          東京大              大4         

 1 学中部   343 中村　拓雅          ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ            金沢大              大2         

 2 学九州   673 川嵜　直人          ｶﾜｻｷ ﾅｵﾄ            九州大              大4         

 3 学関東   187 寺田　浩輝          ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｷ            防衛大              大4         

 4 学北部   841 和田　七音          ﾜﾀﾞ ﾅﾅﾄ             秋田大              大1         

 5 学関東    53 清水　　海          ｼﾐｽﾞ ｶｲ             埼玉大              大1         

 6 学九州   711 戸田　尚斗          ﾄﾀﾞ ﾅｵﾄ             熊本県立大          大1         

 7 学北部   870 村上　健弥          ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾔ            岩手県立大          大2         

 8 学中部   363 高島　稜生          ﾀｶｼﾏ ｲﾂｷ            信州大              大3         

 9 学中国   554 山本　剛輝          ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ            愛媛大              大2         

 3組
 0 学九州   717 近藤誠一郎          ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｲﾁﾛｳ        佐賀大              大3         

 1 学中部   375 若井　元貴          ﾜｶｲ ﾓﾄｷ             新潟大              大2         

 2 学九州   744 三ッ股　希          ﾐﾂﾏﾀ ﾉｿﾞﾐ           琉球大              大2         

 3 学関西   441 谷口　凌平          ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ         大阪公立大          大4         

 4 学関東   161 橋本駿太郎          ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ         東京外国語大        大2         

 5 学九州   747 大濱　用樹          ｵｵﾊﾏ ﾖｳﾀﾂ           琉球大              大1         

 6 学関西   500 三木　京介          ﾐｷ ｷｮｳｽｹ            京都大              大4         

 7 学中国   650 東條　太聖          ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀｲｾｲ         高知工科大          大3         

 8 学北部   803 天野　晃伸          ｱﾏﾉ ｺｳｼﾝ            東北大              大2         

 9 学中部   353 東浦　圭吾          ﾋｶﾞｼｳﾗ ｹｲｺﾞ         福井大              大4         

 4組
 0 学関西   478 遠藤　力人          ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾄ           神戸大              大1         

 1 学九州   702 北村　裕和          ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾜ            長崎大              大1         

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

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

 4 学中部   312 山田　　諒          ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ            愛知教育大          大4         

 5 学中国   568 大林　渚巨          ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾅｵ           島根大              大2         

 6 学中部   259 松井　惇平          ﾏﾂｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ         岐阜大              大2         

 7 学九州   721 平井　　樂          ﾋﾗｲ ｶﾞｸ             鹿児島大            大4         

 8 学九州   785 真鍋　大作          ﾏﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｻｸ          北九州市立大        大3         

 9 学関西   542 辻　　大雅          ﾂｼﾞ ﾀｲｶﾞ            兵庫県立大          大3         

 5組
 0 学中国   635 橋口　泰祉          ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｲｼ           海上保安大          大4         

 1 学中国   619 吉川　泰生          ﾖｼｶﾜ ﾔｽｵ            鳥取大              大3         

 2 学中国   576 藤原　一輝          ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ          岡山大              大4         

 3 学関東    63 安井　颯翼          ﾔｽｲ ｿｳｽｹ            東京都立大          大3         

 4 学中部   292 羽二生　凌          ﾊﾆｳ ﾘｮｳ             三重大              大4         

 5 学中部   257 麻生　周佑          ｱｿｳ ｼｭｳｽｹ           岐阜大              大3         

 6 学関東    96 羽賀遼太郎          ﾊｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ          東京大              大2         

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

 8 学中部   240 松本　崚平          ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ          名古屋大            大3         

 9 学九州   669 永江　祥也          ﾅｶﾞｴ ｼｮｳﾔ           九州工業大          大1         
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 6組
 0 学関東    10 佐々木淳成          ｻｻｷ ｱﾂﾅﾘ            東京学芸大          大2         

 1 学関東    48 平澤　晴太          ﾋﾗｻﾜ ｾｲﾀ            埼玉大              大2         

 2 学中部   273 嶋崎　凌蔵          ｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｿﾞｳ        静岡大              大3         

 3 学中部   269 中原　優斗          ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ            静岡大              大3         

 4 学九州   760 直江　篤樹          ﾅｵｴ ｱﾂｷ             鹿屋体育大          大3         

 5 学関西   416 近藤　泰吾          ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｺﾞ          大阪大              大4         

 6 学中国   575 新谷　哲平          ｼﾝﾀﾆ ﾃｯﾍﾟｲ          岡山大              大4         

 7 学中部   295 永井　猛登          ﾅｶﾞｲ ﾀｹﾄ            三重大              大1         

 8 学中部   279 青木悠一郎          ｱｵｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ          静岡大              大2         

 9 学九州   665 東藤　稜晟          ﾄｳﾄﾞｳ ﾘｮｳｾｲ         九州工業大          大3         

 7組
 0 学関西   418 大倉　稜也          ｵｵｸﾗ ﾘｮｳﾔ           大阪大              大3         

 1 学関西   535 川邊　愛貴          ｶﾜﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ          神戸市立高専        大1         

 2 学北部   806 森山　翔瑛          ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳｴｲ          東北大              大2         

 3 学九州   688 後藤　旭登          ｺﾞﾄｳ ｱｻﾄ            九州大              大2         

 4 学九州   756 榎田　大己          ｴﾉｷﾀﾞ ﾀﾞｲｷ          鹿屋体育大          大3         

 5 学関西   394 樫根滉太郎          ｶｼﾈ ｺｳﾀﾛｳ           大阪教育大          大4         

 6 学関東   120 久下　悠世          ｸｹﾞ ﾕｳｾｲ            筑波大              大3         

 7 学関東    32 渡邉　康平          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ          横浜国立大          大4         

 8 学関東   164 有福　大輔          ｱﾘﾌｸ ﾀﾞｲｽｹ          千葉大              大3         

 9 学中国   580 三好　　凜          ﾐﾖｼ ﾘﾝ              岡山大              大2         

 8組
 0 学関西   477 清川　翔紀          ｷﾖｶﾜ ｼｮｳｷ           神戸大              大2         

 1 学中部   314 瀧本　一登          ﾀｷﾓﾄ ｶｽﾞﾄ           愛知教育大          大4         

 2 学関西   425 木原　　陸          ｷﾊﾗ ﾘｸ              大阪大              大2         

 3 学関東   132 落合　兼優          ｵﾁｱｲ ｶﾈﾏｻ           筑波大              大2         

 4 学関東   125 間島亮太郎          ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ         筑波大              大4         

 5 学九州   757 居石　錬成          ｽｴｲｼ ﾚﾝｾｲ           鹿屋体育大          大3         

 6 学関東    65 宿谷　昂介          ｼｸﾔ ｺｳｽｹ            東京都立大          大3         

 7 学中国   596 丸山野虹輝          ﾏﾙﾔﾏﾉ ｺｳｷ           広島大              大2         

 8 学関東   228 深井　玲央          ﾌｶｲ ﾚｵ              高崎経済大          大1         

 9 学中国   556 才上　陽也          ｻｲｼﾞｮｳ ﾊﾙﾔ          愛媛大              大1         


