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 1組
 0

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

 2 学北部   801 冨永　　穏          ﾄﾐﾅｶﾞ ﾔｽｷ           東北大              大2         

 3 学関東     5 中村侑太郎          ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ          東京学芸大          大4         

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

 5 学関東   101 野田　周平          ﾉﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ           東京大              大1         

 6 学中部   237 増田　　涼          ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ            名古屋大            大4         

 7 学関東     9 山田　健太          ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ            東京学芸大          大3         
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 2組
 0 学九州   691 濱田　拓海          ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ            九州大              大1         

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

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

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

 4 学関東   133 岩城　優太          ｲﾜｷ ﾕｳﾀ             筑波大              大2         

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

 6 学関東    90 笠原颯太郎          ｶｻﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ          東京大              大2         

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

 8 学関東   136 永井　　梓          ﾅｶﾞｲ ｱｽﾞｻ           筑波大              大1         

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

 3組
 0 学関東    55 吉田　悠生          ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ            埼玉大              大1         

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

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

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

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

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

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

 8 学中国   598 宮本　滉聖          ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｾｲ           広島大              大2         

 9 学北部   873 坂本　大騎          ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ           室蘭工業大          大3         

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

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

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

 3 学関西   403 堀上　諒馬          ﾎﾘｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ          大阪教育大          大1         

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

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

 6 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         

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

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

 9 学関西   446 藤原　昇大          ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ          大阪公立大          大2         


