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 1組
 0 学関西   464 森本　熱海          ﾓﾘﾓﾄ ｱﾂﾐ            神戸大              大4         

 1 学九州   678 藤原　和博          ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ         九州大              大4         

 2 学関西   414 冨田　雄揮          ﾄﾐﾀ ﾕｳｷ             大阪大              大4         

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

 4 学関東    41 芦塚　雅之          ｱｼﾂﾞｶ ﾏｻﾕｷ          埼玉大              大4         

 5 学関東   184 早田　晴喜          ﾜｻﾀﾞ ﾊﾙｷ            防衛大              大4         

 6 学北部   874 一橋　　諒          ｲﾁﾊｼ ﾘｮｳ            室蘭工業大          大1         

 7 学関西   448 竹谷　友陽          ﾀｹﾀﾆ ﾕｳﾋ            大阪公立大          大2         

 8 学中部   280 渡辺　　響          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ          静岡大              大1         

 9 学関西   439 渡邊　資生          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ           大阪公立大          大4         

 2組
 0 学九州   689 塚口　　凛          ﾂｶｸﾞﾁ ﾘﾝ            九州大              大2         

 1 学中部   305 横田　旭飛          ﾖｺﾀ ｱｻﾋ             名古屋市立大        大1         

 2 学九州   705 庄野　瑛大          ｼｮｳﾉ ｴｲﾀ            熊本大              大1         

 3 学北部   818 伊藤　　連          ｲﾄｳ ﾚﾝ              山形大              大2         

 4 学中国   591 光永　　陽          ﾐﾂﾅｶﾞ ﾊﾙ            広島大              大3         

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

 6 学関東    66 宮　　恵斗          ﾐﾔ ｹｲﾄ              東京都立大          大3         

 7 学関東    93 岩佐　元春          ｲﾜｻ ﾓﾄﾊﾙ            東京大              大3         

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

 9 学関東    94 近藤　　克          ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ           東京大              大3         

 3組
 0 学中部   315 山本　翔大          ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ           愛知教育大          大4         

 1 学中国   601 光永　　航          ﾐﾂﾅｶﾞ ｺｳ            広島大              大1         

 2 学関西   467 前野　陸人          ﾏｴﾉ ﾘｸﾄ             神戸大              大3         

 3 学関西   512 後藤　寛貴          ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾀｶ           京都大              大1         

 4 学関東    33 吉川　翔理          ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾘ           横浜国立大          大4         

 5 学中部   380 蘭　　硫世          ｱﾗﾗｷﾞ ﾘｭｳｾｲ         新潟大              大1         

 6 学中国   614 大福　樹生          ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ            香川大              大2         

 7 学九州   724 福永　航己          ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ           鹿児島大            大1         

 8 学中国   592 山崎　颯太          ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ            広島大              大3         

 9 学関西   421 秋山　拓海          ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾐ            大阪大              大3         

 4組
 0 学中国   656 松本　直大          ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾀ            阿南工業高専        大1         

 1 学中部   235 間島滉一郎          ﾏｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ         名古屋大            大4         

 2 学中国   546 西村　理汰          ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾀ            徳島大              大1         

 3 学九州   768 岩切　斗吾          ｲﾜｷﾘ ﾄｳｺﾞ           鹿屋体育大          大1         

 4 学九州   763 前原　優真          ﾏｴﾊﾗ ﾕｳﾏ            鹿屋体育大          大2         

 5 学関東    64 伊藤　陽哉          ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ             東京都立大          大3         

 6 学関東   129 鎌上　将大          ｶﾏｶﾐ ﾏｻﾋﾛ           筑波大              大2         

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

 8 学九州   677 中尾　　真          ﾅｶｵ ｼﾝ              九州大              大3         

 9 学中部   379 長谷部胤心          ﾊｾﾍﾞ ｲﾝｼﾝ           新潟大              大2         

 5組
 0 学中部   282 山内　祐輝          ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ            静岡大              大1         

 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 学関西   402 大塚　悠智          ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾄﾓ           大阪教育大          大2         

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

 4 学関東   118 小林　　拓          ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ            筑波大              大4         

 5 学関東   131 小池　　翔          ｺｲｹ ｶｹﾙ             筑波大              大2         

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

 7 学中国   640 桑島　啓輔          ｸﾜｼﾞﾏ ｹｲｽｹ          山口大              大4         

 8 学関東    67 惣谷　　陸          ｿｳﾀﾆ ﾘｸ             東京都立大          大2         

 9 学中国   573 房野　泰知          ﾎﾞｳﾉ ﾀｲﾁ            岡山大              大4         
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 6組
 0 学北部   800 大槻　　翼          ｵｵﾂｷ ﾂﾊﾞｻ           東北大              大4         

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

 2 学中部   322 安達　瑠斗          ｱﾀﾞﾁ ﾙﾄ             愛知教育大          大1         

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

 4 学関西   468 松島　優太          ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀ            神戸大              大3         

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

 6 学関西   499 日下　和希          ｸｻｶ ｶｽﾞｷ            京都大              大4         

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

 8 学関西   520 福井　航平          ﾌｸｲ ｺｳﾍｲ            京都教育大          大3         

 9 学関東    79 野村　理玖          ﾉﾑﾗ ﾘｸ              東京大              大3         


