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 1組
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 3 学北部   820 小野　一弥          ｵﾉ ｶｽﾞﾔ             北海道大            大4         

 4 学北部   854 福岡　　陸          ﾌｸｵｶ ﾘｸ             弘前大              大2         

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

 6 学中部   236 平松　利公          ﾋﾗﾏﾂ ﾘｸ             名古屋大            大4         
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 2組
 0 学関西   392 恵田　史偉          ｴﾀﾞ ｼｴﾗ             大阪教育大          大4         

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

 2 学北部   868 岩﨑　英朔          ｲﾜｻｷ ｴｲｻｸ           北海道教育大        大3         

 3 学関西   389 三村　朋裕          ﾐﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ            大阪教育大          大4         

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

 5 学関西   528 米田　虎優          ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾗﾏｻ           神戸市立高専        大2         

 6 学関西   486 妹尾　諒馬          ｾﾉｵ ﾘｮｳﾏ            京都工繊大          大2         

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

 8 学九州   676 篠原　知幸          ｼﾉﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ           九州大              大3         

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

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

 2 学関東   110 加治　聖矢          ｶｼﾞ ｾｲﾔ             東京農工大          大3         

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

 4 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         

 5 学北部   836 佐藤　柊人          ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ            岩手大              大1         

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

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

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

 9 学中国   641 丸岡　拓己          ﾏﾙｵｶ ﾀｸﾐ            山口大              大3         

 4組
 0 学中国   595 岡﨑　壮真          ｵｶｻﾞｷ ｿｳﾏ           広島大              大2         

 1 学関東    11 高橋　健汰          ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ            東京学芸大          大1         

 2 学中国   594 鉄増　将基          ﾃﾂﾏｽ ｼｮｳｷ           広島大              大3         

 3 学北部   829 槌谷　尚起          ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ             北海道大            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   725 佐々木　快          ｻｻｷ ｺｺﾛ             鹿児島大            大1         

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

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

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

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

 5組
 0 学関東    85 岩本　世歩          ｲﾜﾓﾄ ﾖｳ             東京大              大4         

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

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

 3 学北部   823 高野　裕生          ﾀｶﾉ ﾕｳｷ             北海道大            大4         

 4 学関東   128 徳淵　　凜          ﾄｸﾌﾞﾁ ﾘﾝ            筑波大              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 学九州   761 池田　匡佑          ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ          鹿屋体育大          大2         

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

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

 9 学中部   367 西口　克輝          ﾆｼｸﾞﾁ ｶﾂｷ           信州大              大2         
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 6組
 0 学関東   136 永井　　梓          ﾅｶﾞｲ ｱｽﾞｻ           筑波大              大1         

 1 学関西   471 太田　浩紀          ｵｵﾀ ﾋﾛｷ             神戸大              大2         

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

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

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

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

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

 7 学九州   687 中本　和馬          ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ           九州大              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 学関西   541 石崎　夏音          ｲｼｻﾞｷ ｶﾉﾝ           兵庫県立大          大2         


