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1組
1

2 静　岡 436 原　　英晃 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ
ｼｽﾞｵｶ 437 清水　佑亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ

438 中村　祥平 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 大4
442 小松　　巧 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 大2

3 和歌山 700 下田　　瑛 ｼﾓﾀﾞ ｱｷﾗ
ﾜｶﾔﾏ 701 兵頭　洋樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾋﾛｷ

699 平　　拓也 ﾀｲﾗ ﾀｸﾔ
702 冨田　一穂 ﾄﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾎ

4 東　京 247 岸田　真幸 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ
ﾄｳｷｮｳ 249 村松　由規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ

250 金子　雅紀 ｶﾈｺ ﾏｻｷ
251 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 大4

5 岐　阜 533 原　　翔太 ﾊﾗ ｼｮｳﾀ
ｷﾞﾌ 534 小西　一輝 ｺﾆｼ ｶｽﾞｷ

535 川合　　元 ｶﾜｲ ﾊｼﾞﾒ 大4
531 小長谷研二 ｺﾊﾞｾ ｹﾝｼﾞ

6 大　阪 602 坂田　怜央 ｻｶﾀ ﾚｵ 大1
ｵｵｻｶ 597 外舘　　祥 ｿﾄﾀﾞﾃ ｼｮｳ

601 敦賀　直哉 ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ 大2
600 江戸　勇馬 ｴﾄﾞ ﾕｳﾏ 大3

7 京　都 568 藤原　寛人 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 大1
ｷｮｳﾄ 566 大本　鷹志 ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ 大2

565 大本　遼平 ｵｵﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 大4
563 橋爪　久司 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾋｻｼ
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1 茨  城 110 小坂部聡士 ｵｻｶﾍﾞ ｻﾄｼ 大4

ｲﾊﾞﾗｷ 大学 111 一法師健人 ｲｯﾎﾟｳｼ ｹﾝﾄ 大3
109 加藤　浩平 ｶﾄｳ ｺｳﾍｲ 大4
108 大川　孝明 ｵｵｶﾜ ﾀｶｱｷ 大4

2 北海道 1 安野　　慶 ﾔｽﾉ ｹｲ 大1
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ 大学 3 甲斐　耕輔 ｶｲ ｺｳｽｹ 大3

4 深澤　康平 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 大1
2 鈴木　天理 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 大3

3 愛　媛 817 有間　　健 ｱﾘﾏ ｹﾝ 大4
ｴﾋﾒ 818 西村　駿弥 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 大2

820 三好　悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 大1
816 大野　孝之 ｵｵﾉ ﾀｶﾕｷ

4 埼  玉 179 川口　侑太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ
ｻｲﾀﾏ 182 丸山　　徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 大1

176 高桑　　健 ﾀｶｸﾜ ｹﾝ
177 川内　勇輝 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ

5 神奈川 295 佐藤　俊也 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 大2
ｶﾅｶﾞﾜ 291 内田　　仁 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾄｼ 大4

292 工藤　優介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 大3
289 辻　　彌岳 ﾂｼﾞ ﾐﾔﾏ

6 長　野 355 伊澤　賢司 ｲｻﾜ ｹﾝｼﾞ 大4
ﾅｶﾞﾉ 大学 354 小松原　祐 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳ 大4

357 西澤　大樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大2
353 松澤　直哉 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 大4

7 兵  庫 644 西井　　良 ﾆｼｲ ﾘｮｳ 大3
ﾋｮｳｺﾞ 639 上野　樹也 ｳｴﾉ ﾀﾂﾔ

643 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大3
640 白井　裕樹 ｼﾗｲ ﾕｳｷ
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