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 1組
 0

 1 学関東   192 塩川　敦志          ｼｵｶﾜ ｱﾂｼ            防衛大              大2         

 2 学中国   545 平野　朋貴          ﾋﾗﾉ ﾄﾓｷ             徳島大              大3         

 3 学中部   236 平松　利公          ﾋﾗﾏﾂ ﾘｸ             名古屋大            大4         

 4 学九州   720 田山　舜晟          ﾀﾔﾏ ｼｭﾝｾｲ           鹿児島大            大4         

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

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

 7 学九州   704 石野　大樹          ｲｼﾉ ﾀｲｷ             熊本大              大3         

 8 学北部   824 岩田　佑季          ｲﾜﾀ ﾕｳｷ             北海道大            大3         

 9

 2組
 0 学中部   374 佐々木　怜          ｻｻｷ ﾚｲ              新潟大              大2         

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

 2 学関西   478 遠藤　力人          ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｷﾄ           神戸大              大1         

 3 学中部   339 目細　広大          ﾒﾎﾞｿ ｺｳﾀﾞｲ          金沢大              大4         

 4 学関西   488 松浦　尚輝          ﾏﾂｳﾗ ﾅｵｷ            和歌山大            大4         

 5 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         

 6 学中国   633 瀬戸口凜音          ｾﾄｸﾞﾁ ﾘｵﾝ           海上保安大          大4         

 7 学関東   134 小橋　幹太          ｺﾊﾞｼ ｶﾝﾀ            筑波大              大1         

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

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

 3組
 0 学中部   239 山西　正悟          ﾔﾏﾆｼ ｼｮｳｺﾞ          名古屋大            大4         

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

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

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

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

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

 6 学関東    88 佐々木　翔          ｻｻｷ ｼｮｳ             東京大              大1         

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

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

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

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

 2 学関西   507 奥田　幸登          ｵｸﾀﾞ ﾕｷﾄ            京都大              大2         

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

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

 5 学九州   669 永江　祥也          ﾅｶﾞｴ ｼｮｳﾔ           九州工業大          大1         

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

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

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

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

 5組
 0 学関西   506 渡邉　諒聖          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ         京都大              大3         

 1 学中部   302 播摩　賢治          ﾊﾘﾏ ｹﾝｼﾞ            名古屋市立大        大3         

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

 3 学関西   466 三宅　　翔          ﾐﾔｹ ｶｹﾙ             神戸大              大4         

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

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

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

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

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

 9 学関東   187 寺田　浩輝          ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｷ            防衛大              大4         
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 6組
 0 学中部   292 羽二生　凌          ﾊﾆｳ ﾘｮｳ             三重大              大4         

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

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

 3 学関西   409 西山　京吾          ﾆｼﾔﾏ ｹｲｺﾞ           大阪大              大4         

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

 5 学九州   760 直江　篤樹          ﾅｵｴ ｱﾂｷ             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 学北部   821 吉宮隆之介          ﾖｼﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ         北海道大            大4         

 9 学関東    10 佐々木淳成          ｻｻｷ ｱﾂﾅﾘ            東京学芸大          大2         

 7組
 0 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         

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

 2 学中国   610 篠原　颯杜          ｼﾉﾊﾗ ﾊﾔﾄ            香川大              大4         

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

 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 学関東   130 増田　　開          ﾏｽﾀﾞ ｶｲ             筑波大              大2         

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

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

 8 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         

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

 8組
 0 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         

 1 学北部   806 森山　翔瑛          ﾓﾘﾔﾏ ｼｮｳｴｲ          東北大              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 学九州   757 居石　錬成          ｽｴｲｼ ﾚﾝｾｲ           鹿屋体育大          大3         

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

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

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

 9 学関西   540 十都　祐真          ﾄｿ ﾕｳﾏ              兵庫県立大          大4         


