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 1組
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 2 学関東    68 西村　恭佑          ﾆｼﾑﾗ ｷｮｳｽｹ          東京都立大          大1         

 3 学関東     8 清水　雄斗          ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ            東京学芸大          大3         

 4 学北部   851 井上　羽来          ｲﾉｳｴ ﾊｸ             弘前大              大2         

 5 学関東   190 水野　賢吾          ﾐｽﾞﾉ ｹﾝｺﾞ           防衛大              大4         

 6 学北部   804 坂内皓太朗          ﾊﾞﾝﾅｲ ｺｳﾀﾛｳ         東北大              大2         
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 2組
 0 学関西   415 新留　晴貴          ﾆｲﾄﾞﾒ ﾊﾙｷ           大阪大              大3         

 1 学中部   267 飯田　奨之          ｲｲﾀﾞ ｼｮｳﾉ           静岡大              大3         

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

 3 学関東    13 伊藤　遼貴          ｲﾄｳ ﾊﾙｷ             東京学芸大          大1         

 4 学関東   201 渕上　正浩          ﾌﾁｳｴ ﾏｻﾋﾛ           東京工業大          大4         

 5 学中国   600 山﨑　佑真          ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ            広島大              大1         

 6 学九州   690 河野　直也          ｺｳﾉ ﾅｵﾔ             九州大              大1         

 7 学関西   498 長野　史遠          ﾅｶﾞﾉ ｼｵﾝ            京都大              大2         

 8 学北部   830 坂本　愛士          ｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾄ            北海道大            大1         

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

 3組
 0 学九州   674 仙波　　大          ｾﾝﾊﾞ ﾀﾞｲ            九州大              大4         

 1 学中部   290 漆山　　真          ｳﾙｼﾔﾏ ﾏｺﾄ           三重大              大4         

 2 学関西   487 篠原　涼介          ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ          京都工繊大          大1         

 3 学関西   391 出口　雄基          ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ           大阪教育大          大4         

 4 学中国   643 渡邊　隼士          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ           山口大              大2         

 5 学九州   701 石本　勇真          ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾏ            長崎大              大1         

 6 学関東   205 柴田　滉大          ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ          東京工業大          大1         

 7 学中部   340 深谷　太一          ﾌｶﾀﾆ ﾀｲﾁ            金沢大              大3         

 8 学九州   675 宮﨑　崇史          ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ           九州大              大4         

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

 4組
 0 学関東    92 植村　港人          ｳｴﾑﾗ ﾐﾅﾄ            東京大              大3         

 1 学関東    52 芳賀　優真          ﾊｶﾞ ﾕｳﾏ             埼玉大              大2         

 2 学関西   474 森本　恭輔          ﾓﾘﾓﾄ ｷｮｳｽｹ          神戸大              大2         

 3 学関西   400 川谷内駿輔          ｶﾜﾔﾁ ｼｭﾝｽｹ          大阪教育大          大1         

 4 学関西   426 川口椋太郎          ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾀﾛｳ        大阪大              大2         

 5 学北部   816 真柄　昂世          ﾏｶﾞﾗ ｺｳｾｲ           山形大              大4         

 6 学九州   786 花田　拓己          ﾊﾅﾀﾞ ﾀｸﾐ            北九州市立大        大1         

 7 学中部   258 中村　瑞希          ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ           岐阜大              大2         

 8 学関東   156 稲吉　大千          ｲﾅﾖｼ ﾀﾞｲﾁ           東京海洋大          大3         

 9 学関東   169 吉野　　慧          ﾖｼﾉ ｻﾄｼ             千葉大              大2         

 5組
 0 学中国   577 真鍋　陽生          ﾏﾅﾍﾞ ﾖｳｾｲ           岡山大              大3         

 1 学関東   188 井上弥太郎          ｲﾉｳｴ ﾔﾀﾛｳ           防衛大              大4         

 2 学関東    95 前田　英俊          ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ          東京大              大3         

 3 学北部   826 平井　尚併          ﾋﾗｲ ｼｮｳﾍｲ           北海道大            大2         

 4 学関東   137 古屋　璃空          ﾌﾙﾔ ﾘｸ              筑波大              大1         

 5 学中国   582 柳　　遥貴          ﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｷ            岡山大              大1         

 6 学関西   475 縄田　大翔          ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ             神戸大              大1         

 7 学関東    27 杉山　智哉          ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾔ           横浜市立大          大1         

 8 学中国   578 瀬戸　禅貴          ｾﾄ ﾕｽﾞｷ             岡山大              大3         

 9 学関西   399 奥田　玲偉          ｵｸﾀﾞ ﾚｲ             大阪教育大          大1         
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 6組
 0 学九州   758 横山　稀帆          ﾖｺﾔﾏ ﾏﾎﾛ            鹿屋体育大          大3         

 1 学関西   445 南谷　研志          ﾐﾅﾐﾀﾆ ｹﾝｼ           大阪公立大          大2         

 2 学関東    40 奥野　叶太          ｵｸﾉ ｶﾅﾀ             横浜国立大          大1         

 3 学関東    98 益子　裕太          ﾏｼｺ ﾕｳﾀ             東京大              大1         

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

 5 学九州   753 二宮龍之介          ﾆﾉﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ         鹿屋体育大          大4         

 6 学関西   452 福島　悠貴          ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ            大阪公立大          大2         

 7 学中部   243 檜垣　碧位          ﾋｶﾞｷ ｱｵｲ            名古屋大            大1         

 8 学関東   202 江口　　淳          ｴｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ           東京工業大          大4         

 9 学関西   423 長野　冬瑚          ﾅｶﾞﾉ ﾄｳｺﾞ           大阪大              大3         

 7組
 0 学関西   442 梅井　一輝          ｳﾒｲ ｶｽﾞｷ            大阪公立大          大4         

 1 学関東   174 平瀬　和也          ﾋﾗｾ ｶｽﾞﾔ            千葉大              大1         

 2 学関東    15 殿村慎之輔          ﾄﾉﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ          東京学芸大          大1         

 3 学関東   119 中島　康耀          ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾖｳ          筑波大              大4         

 4 学関東   126 三浦　玲央          ﾐｳﾗ ﾚｵ              筑波大              大3         

 5 学九州   762 中園　剛志          ﾅｶｿﾞﾉ ﾂﾖｼ           鹿屋体育大          大2         

 6 学関東   167 福貴田佳佑          ﾌｷﾀ ｹｲｽｹ            千葉大              大3         

 7 学関東   112 平本　拓己          ﾋﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ            東京農工大          大2         

 8 学中部   274 鳴海　　颯          ﾅﾙﾐ ﾊﾔﾃ             静岡大              大3         

 9 学九州   793 三上　大樹          ﾐｶﾐ ﾋﾛｷ             名桜大              大1         


