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1 北海道大学 福田　雄太 1 北海道大学 菅野　奨太 1 法政大学 佐藤　　武

2 室蘭工業大学 前田　　翔 2 小樽商科大学 原　　駿介 2 法政大学 柏谷　大樹

3 東北大学 松本　　拓 3 東北大学 行則　啓太 3 関東学院大学 北村勇一朗

4 東北学院大学 吉田　佳織 4 新潟大学 大滝　亮子 4 東海大学 酒井基与斗

5 中央大学 菅野　　翔 5 中央大学 岸　　祐花 5 名城大学 早川　裕文

6 明治大学 角野　貴哉 6 明治大学 直井　滉耀 6 関西学院大学 藤本　智貴

7 法政大学 永井　涼介 7 法政大学 根本　彩加 7 関西学院大学 小林　健太

8 日本大学 新谷つむぎ 8 日本大学 大井　航平 8 関西学院大学 有岡　　翼

9 日本大学 奥村　将文 9 日本大学 中山　由佳 9 関西学院大学 光森慎之介

10 日本大学 中山由紀美 10 日本大学 池田　紅葉 10 和歌山大学 高木　勇佑

11 明海大学 林　　優季 11 日本大学 植木　武成 11 和歌山大学 羽田　圭佑

12 明海大学 又村　　優 12 明海大学 杉浦　良介 12 鳥取大学 桑田　亨成

13 明海大学 花井　静亜 13 明海大学 柴沼　拓也 13 九州大学 鄭　　愛梨

14 慶應義塾大学 多田羅友貴 14 慶應義塾大学 佐藤　帆海

15 慶應義塾大学 角田きあら 15 慶應義塾大学 増田　健吾

16 早稲田大学 岡田　奎樹 16 慶應義塾大学 細沼　豪太

17 早稲田大学 市川　夏未 17 慶應義塾大学 越川　智博

18 東京大学 谷　　和磨 18 慶應義塾大学 小澤　　駿

19 愛知大学 三品　順也 19 三重大学 上江洲由悟

20 愛知工業大学 石黒　武志 20 三重大学 前田　合喜

21 愛知工業大学 末永　征覇 21 名古屋工業大学 小宮健太郎

22 愛知学院大学 岡崎　翔平 22 名城大学 高木　　航

23 同志社大学 平野　若菜 23 同志社大学 岡村　俊祐

24 同志社大学 渡辺　　俊 24 同志社大学 杉⼭航⼀朗

25 同志社大学 矢野　航志 25 同志社大学 藤野　流星

26 京都産業大学 波多野　諒 26 京都産業大学 伊藤　翔哉

27 立命館大学 稲垣　史哉 27 立命館大学 間神　陽斗

28 金沢大学 二井谷和平 28 立命館大学 山城　浩平

29 関西学院大学 山本　一徹 29 関西学院大学 喜田　将史

30 関西学院大学 上野　　航 30 関西学院大学 西原　成駿

31 関西大学 粟根　康介 31 関西学院大学 奥村　　潮

32 関西大学 稲毛　竣哉 32 関西学院大学 後藤陽一郎

33 近畿大学 鶴田　敦士 33 関西学院大学 山本　皓貴

34 甲南大学 藤井　純也 34 大阪大学 松本　英樹

35 神戸大学 笹村　周平 35 和歌山大学 笹川　莉奈

36 岡山大学 八木　康徳 36 岡山大学 近藤　星児

37 岡山大学 沖　　拓哉 37 広島大学 高木　秀隆

38 広島大学 村上　亮太 38 広島大学 篠原　佑太

39 鳥取大学 植木　健男 39 広島大学 西田　　睦

40 香川大学 吉川　隼人 40 香川大学 伊藤　大弥

41 徳島大学 森　恒太郎 41 香川大学 蟹江　航晴

42 鹿屋体育大学 仲山　　好 42 鹿屋体育大学 仲山　　景

43 鹿屋体育大学 岩城　拓海 43 九州大学 牧野　碧依

44 鹿屋体育大学 宇野　智貴 44 九州大学 髙山　達矢

45 日本経済大学 山本　佑莉 45 九州大学 髙橋　将至

46 日本経済大学 平野　　匠 46 九州大学 中野　裕太

47 日本経済大学 松田のどか 47 福岡大学 熊野　文紀
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