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下倉　太一            ｼﾀｸﾗ ﾀｲﾁ                東京学芸大      大学（3）1 48001

平沼　晃多            ﾋﾗﾇﾏ ｺｳﾀ                法政大          大学（1）2 48002

森本　祥之            ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ              法政大          大学（2）3 48002

松田　優太            ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ                法政大          大学（4）4 48002

大本　鷹志            ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ                中央大          大学（4）5 48003

小形　純平            ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            中央大          大学（3）6 48003

荻野　　剛            ｵｷﾞﾉ ｺﾞｳ                中央大          大学（1）7 48003

郡司　隆寿            ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ              日本体育大      大学（4）8 48007

石黒　智基            ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｷ               日本体育大      大学（2）9 48007

関根　正敏            ｾｷﾈ ﾏｻﾄｼ                日本体育大      大学（3）10 48007

志熊叶一郎            ｼｸﾏ ｷｮｳｲﾁﾛｳ             立正大          大学（2）11 48018

木下　俊輝            ｷﾉｼﾀ ﾄｼｷ                首都大          大学（2）12 48022

平田　航太            ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ                 慶應義塾大      大学（1）13 48023

伊藤　彰汰            ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ                慶應義塾大      大学（4）14 48023

塩川　　拓            ｼｵｶﾜ ﾀｸ                 慶應義塾大      大学（3）15 48023

今村　史悠            ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ                東京大          大学（2）16 48025

北村　　渉            ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ                東京大          大学（4）17 48025

嶋田　気合            ｼﾏﾀﾞ ｷｱｲ                国士舘大        大学（4）18 48026

三澤　皓暉            ﾐｻﾜ ｺｳｷ                 国士舘大        大学（2）19 48026

伊能　　龍            ｲﾉｳ ﾘｭｳ                 国士舘大        大学（3）20 48026

峯岸　和司            ﾐﾈｷﾞｼ ｶｽﾞｼ              東京農工大      大学（4）21 48028

村上　　豪            ﾑﾗｶﾐ ﾂﾖｼ                拓殖大          大学（2）22 48030

安島　宏将            ｱｼﾞﾏ ﾋﾛﾏｻ               拓殖大          大学（1）23 48030

豊田　樹央            ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾂｵ                立教大          大学（2）24 48031

中島　　輝            ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ               立教大          大学（3）25 48031

菊地　　蓮            ｷｸﾁ ﾚﾝ                  明治大          大学（2）26 48037

丸山　　徹            ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ                明治大          大学（3）27 48037

川﨑　　駿            ｶﾜｻｷ ｼｭﾝ                明治大          大学（3）28 48037

中村　一輝            ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ               武蔵大          大学（2）29 48039

浦　瑠一朗            ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ              筑波大          大学（4）30 48040

甫本　研太            ﾎﾓﾄ ｹﾝﾀ                 筑波大          大学（4）31 48040

向中野元気            ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ             筑波大          大学（1）32 48040

榎本　真大            ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ               青山学院大      大学（2）33 48041

石田　友哉            ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾔ                青山学院大      大学（3）34 48041

西城　修平            ｻｲｼﾞｮｳ ｼｭｳﾍｲ            青山学院大      大学（2）35 48041

大枝　　幹            ｵｵｴﾀﾞ ﾓﾄｷ               東京理科大      大学（3）36 48046

蜂谷　友樹            ﾊﾁﾔ ﾕｳｷ                 國學院大        大学（4）37 48047

金澤　　蓮            ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾝ                神奈川大        大学（1）38 48049

高瀬　俊輝            ﾀｶｾ ﾄｼｷ                 東洋大          大学（1）39 48052

森本　一輝            ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ               東洋大          大学（1）40 48052

古川慎一郎            ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ             早稲田大        大学（2）41 48056

荒木　優介            ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ                早稲田大        大学（4）42 48056

髙木　遼司            ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ              早稲田大        大学（3）43 48056

金子　竜大            ｶﾈｺ ﾘｭｳﾀﾞｲ              日本大          大学（2）44 48057

越　　嵩剛            ｺｼ ﾀｹﾖｼ                 日本大          大学（2）45 48057

奥山　翔太            ｵｸﾔﾏ ｼｮｳﾀ               日本大          大学（3）46 48057

三瓶　雄司            ｻﾝﾍﾟｲ ﾕｳｼﾞ              千葉大          大学（4）47 48058

山口　慶矢            ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ              東海大          大学（3）48 48059

原　　航平            ﾊﾗ ｺｳﾍｲ                 東海大          大学（2）49 48059

千葉洋一朗            ﾁﾊﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ              東海大          大学（2）50 48059
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木田　健斗            ｷﾀﾞ ｹﾝﾄ                 東京工業大      大学（3）51 48062

安藝　文哉            ｱｷ ﾌﾐﾔ                  順天堂大        大学（1）52 48075

石川　貴士            ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ                順天堂大        大学（2）53 48075

武次　海斗            ﾀｹﾂｸﾞ ｶｲﾄ               順天堂大        大学（3）54 48075

大野　純弥            ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝﾔ               山梨学院大      大学（4）55 48132

福澤紀竜弥            ﾌｸｻﾞﾜ ｷﾘﾔ               山梨学院大      大学（2）56 48132

原田　浩明            ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ               北里大          大学（4）57 48133

野間　隼斗            ﾉﾏ ﾊﾔﾄ                  白鴎大          大学（3）58 48161

日下部大翔            ｸｻｶﾍﾞ ﾋﾛﾄ               桐蔭横浜大      大学（3）59 48203

石川　和生            ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ               桐蔭横浜大      大学（3）60 48203

杉村幸次郎            ｽｷﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ            桐蔭横浜大      大学（4）61 48203

鈴木　貴大            ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ               愛知学院大      大学（4）62 49001

犬飼　丈幾            ｲﾇｶｲ ﾀｹｷ                愛知学院大      大学（3）63 49001

大畑　友生            ｵｵﾊﾀ ﾕｳｷ                愛知学院大      大学（1）64 49001

早川裕一朗            ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ             中京大          大学（4）65 49002

難波　　暉            ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ                中京大          大学（2）66 49002

西澤　大樹            ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ              中京大          大学（4）67 49002

三輪　亮介            ﾐﾜ ﾘｮｳｽｹ                愛知大          大学（1）68 49005

濱野　天暢            ﾊﾏﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ               愛知大          大学（2）69 49005

鈴木　裕貴            ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ                岐阜大          大学（4）70 49010

三好　　達            ﾐﾖｼ ﾀﾂﾙ                 愛知教育大      大学（4）71 49014

中村　怜央            ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ                 金沢大          大学（3）72 49015

畑中　拓馬            ﾊﾀﾅｶ ﾀｸﾏ                新潟医福大      大学（2）73 49032

近藤　治樹            ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ               新潟医福大      大学（3）74 49032

上村　祐樹            ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｷ                新潟医福大      大学（3）75 49032

山本　和弥            ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ               岐聖大          大学（2）76 49035

山内　冬威            ﾔﾏｳﾁ ﾄｳｲ                岐聖大          大学（2）77 49035

杉山　太一            ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲﾁ               岐聖大          大学（1）78 49035

神谷純一朗            ｶﾐﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛ             東海学園大      大学（3）79 49046

天野　直人            ｱﾏﾉ ﾅｵﾄ                 大阪体育大学    大学（1）80 50001

山口　勇輝            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ               大阪体育大学    大学（4）81 50001

吾郷遼太郎            ｱｺﾞｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ             大阪体育大学    大学（4）82 50001

山田　祥大            ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ               大阪大学        大学（4）83 50003

武田　直樹            ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ                大阪大学        大学（4）84 50003

齊藤　大己            ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ                関西学院大学    大学（3）85 50006

細川　大夢            ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾑ                関西学院大学    大学（4）86 50006

荒川　良輔            ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳｽｹ              近畿大学        大学（4）87 50010

塚口　弘之            ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ              近畿大学        大学（1）88 50010

小林　蒼平            ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾍｲ              近畿大学        大学（3）89 50010

近藤　将平            ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ             大阪商業大学    大学（4）90 50017

荻本　雄樹            ｵｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ               大阪工業大学    大学（4）91 50018

河野　元斗            ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ                同志社大学      大学（2）92 50021

川村　聖輝            ｶﾜﾑﾗ ｾｲｷ                同志社大学      大学（1）93 50021

澁谷　亮磨            ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾏ              同志社大学      大学（4）94 50021

橋本　佑太            ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ                天理大学        大学（2）95 50022

菱川　真志            ﾋｼｶﾜ ﾏｻｼ                天理大学        大学（2）96 50022

木野　和樹            ｷﾉ ｶｽﾞｷ                 天理大学        大学（4）97 50022

馬郷　龍二            ﾊﾞｺﾞｳ ﾘｭｳｼﾞ             関西大学        大学（4）98 50023

高野　　淳            ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ                京都大学        大学（2）99 50025

山田　尚輝            ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ                京都大学        大学（4）100 50025
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森田　大貴            ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ                 立命館大学      大学（1）101 50030

橋本　雅司            ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ                立命館大学      大学（3）102 50030

西川　　翔            ﾆｼｶﾜ ｼｮｳ                びわこ成蹊大    大学（2）103 50093

堆　　裕貴            ｱｸﾂ ﾕｳｷ                 島根大学        大学（1）104 51004

中尾　駿一            ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ               岡山大学        大学（3）105 51007

吉村　健太            ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ                岡山大学        大学（3）106 51007

星島　貴志            ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ                岡山大学        大学（1）107 51007

中村　優介            ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ               香川大学        大学（4）108 51012

井上　蒼樹            ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ              福岡大          大学（1）109 52001

中村　健吾            ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ               福岡大          大学（4）110 52001

加藤　　理            ｶﾄｳ ｵｻﾑ                 福岡大          大学（2）111 52001

堀田　　諒            ﾎﾘﾀ ﾘｮｳ                 熊本学園大      大学（1）112 52016

岡本　匡史            ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ                鹿屋体育大      大学（2）113 52033

湯之原孝実            ﾕﾉﾊﾗ ﾀｶﾐ                鹿屋体育大      大学（4）114 52033

姫嶋　一輝            ﾋﾒｼﾏ ｶｽﾞｷ               九州共立大      大学（4）115 52055

比嘉　優哉            ﾋｶﾞ ﾕｳﾔ                 沖縄大学        大学（1）116 52088

相馬　健佑            ｿｳﾏ ｹﾝｽｹ                仙台大          大学（4）117 53063

木村　大地            ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ                東北学院大      大学（1）118 53065

亀山　一樹            ｶﾒﾔﾏ ｶｽﾞｷ               東北学院大      大学（4）119 53065

徳永　和真            ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ              小樽商科大      大学（4）120 53069

佐々木駿斗            ｻｻｷ ﾊﾔﾄ                 弘前大          大学（3）121 53095
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木村　圭佑            ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ                法政大          大学（4）1 48002

松田　優太            ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ                法政大          大学（4）2 48002

豊田　裕人            ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ                法政大          大学（4）3 48002

大本　鷹志            ｵｵﾓﾄ ﾀｶｼ                中央大          大学（4）4 48003

小形　純平            ｵｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ            中央大          大学（3）5 48003

坂井孝士郎            ｻｶｲ ｺｳｼﾛｳ               中央大          大学（2）6 48003

束原　安寿            ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ              日本体育大      大学（3）7 48007

関根　正敏            ｾｷﾈ ﾏｻﾄｼ                日本体育大      大学（3）8 48007

吉田　拓海            ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ                日本体育大      大学（4）9 48007

平田　航太            ﾋﾗﾀ ｺｳﾀ                 慶應義塾大      大学（1）10 48023

伊藤　彰汰            ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ                慶應義塾大      大学（4）11 48023

椋代　玲央            ﾑｸﾀﾞｲ ﾚｵ                慶應義塾大      大学（2）12 48023

北村　　渉            ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ                東京大          大学（4）13 48025

伊能　　龍            ｲﾉｳ ﾘｭｳ                 国士舘大        大学（3）14 48026

嶋田　気合            ｼﾏﾀﾞ ｷｱｲ                国士舘大        大学（4）15 48026

丸岡　大心            ﾏﾙｵｶ ﾀｲｼﾝ               国士舘大        大学（2）16 48026

村上　　豪            ﾑﾗｶﾐ ﾂﾖｼ                拓殖大          大学（2）17 48030

春田　祥吾            ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ               立教大          大学（4）18 48031

久保田直輝            ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ                立教大          大学（1）19 48031

藤岡　遼平            ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ             立教大          大学（3）20 48031

丸山　　徹            ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ                明治大          大学（3）21 48037

松元　克央            ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ               明治大          大学（2）22 48037

菊地　　蓮            ｷｸﾁ ﾚﾝ                  明治大          大学（2）23 48037

石井　　亨            ｲｼｲ ﾄｵﾙ                 筑波大          大学（4）24 48040

向中野元気            ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ             筑波大          大学（1）25 48040

三浦　　遼            ﾐｳﾗ ﾘｮｳ                 筑波大          大学（3）26 48040

榎本　真大            ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ               青山学院大      大学（2）27 48041

石田　友哉            ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾔ                青山学院大      大学（3）28 48041

後藤　　壮            ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ                専修大          大学（2）29 48045

関矢　雄太            ｾｷﾔ ﾕｳﾀ                 専修大          大学（1）30 48045

林　龍之介            ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ              専修大          大学（2）31 48045

大枝　　幹            ｵｵｴﾀﾞ ﾓﾄｷ               東京理科大      大学（3）32 48046

安藤　泰貴            ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾀｶ              神奈川大        大学（3）33 48049

金澤　　蓮            ｶﾅｻﾞﾜ ﾚﾝ                神奈川大        大学（1）34 48049

森本　一輝            ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ               東洋大          大学（1）35 48052

中村　海渡            ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ                東洋大          大学（1）36 48052

川口　恭矢            ｶﾜｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ              東洋大          大学（1）37 48052

荒木　優介            ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ                早稲田大        大学（4）38 48056

髙木　遼司            ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ              早稲田大        大学（3）39 48056

越　　嵩剛            ｺｼ ﾀｹﾖｼ                 日本大          大学（2）40 48057

安江　貴哉            ﾔｽｴ ﾀｶﾔ                 日本大          大学（3）41 48057

小松　　巧            ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ                 日本大          大学（4）42 48057

伊崎　暢晃            ｲｻﾞｷ ﾏｻｱｷ               東海大          大学（1）43 48059

山口　慶矢            ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾔ              東海大          大学（3）44 48059

広田　順平            ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ             東海大          大学（4）45 48059

武次　海斗            ﾀｹﾂｸﾞ ｶｲﾄ               順天堂大        大学（3）46 48075

石川　貴士            ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ                順天堂大        大学（2）47 48075

小嶋　辰哉            ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ                順天堂大        大学（4）48 48075

石橋　　翔            ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ               山梨学院大      大学（3）49 48132

陶山　周平            ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ               山梨学院大      大学（2）50 48132
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井上　慈温            ｲﾉｳｴ ｼﾞｵﾝ               山梨学院大      大学（3）51 48132

日下部大翔            ｸｻｶﾍﾞ ﾋﾛﾄ               桐蔭横浜大      大学（3）52 48203

石川　和生            ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ               桐蔭横浜大      大学（3）53 48203

山本　泰史            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｼ                桐蔭横浜大      大学（4）54 48203

鈴木　貴大            ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ               愛知学院大      大学（4）55 49001

宮本　健史            ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ               中京大          大学（4）56 49002

難波　　暉            ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ                中京大          大学（2）57 49002

早川裕一朗            ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ             中京大          大学（4）58 49002

林　凌太郎            ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ              南山大          大学（2）59 49004

濱野　天暢            ﾊﾏﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ               愛知大          大学（2）60 49005

木下　晴登            ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾄ                福井工業大      大学（3）61 49021

畑中　拓馬            ﾊﾀﾅｶ ﾀｸﾏ                新潟医福大      大学（2）62 49032

平塚　　充            ﾋﾗﾂｶ ﾐﾂﾙ                新潟医福大      大学（3）63 49032

水沼　尚輝            ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ               新潟医福大      大学（2）64 49032

山本　和弥            ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾔ               岐聖大          大学（2）65 49035

吉田　賢司            ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ               東海学園大      大学（4）66 49046

丸山　康之            ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ               大阪体育大学    大学（1）67 50001

増田凌太郎            ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ             大阪体育大学    大学（2）68 50001

藤原　寛人            ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ               大阪体育大学    大学（3）69 50001

武田　直樹            ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ                大阪大学        大学（4）70 50003

山田　祥大            ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ               大阪大学        大学（4）71 50003

山本　知志            ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ                関西学院大学    大学（4）72 50006

寺田　弘剛            ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ               関西学院大学    大学（1）73 50006

齊藤　大己            ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ                関西学院大学    大学（3）74 50006

阿部　　希            ｱﾍﾞ ﾏﾚ                  甲南大学        大学（1）75 50008

荒川　良輔            ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳｽｹ              近畿大学        大学（4）76 50010

藤山　敦司            ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ               近畿大学        大学（1）77 50010

坂田　怜央            ｻｶﾀ ﾚｵ                  近畿大学        大学（3）78 50010

荻本　雄樹            ｵｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ               大阪工業大学    大学（4）79 50018

福原　賢二            ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｼﾞ               同志社大学      大学（3）80 50021

河野　元斗            ｺｳﾉ ｹﾞﾝﾄ                同志社大学      大学（2）81 50021

野嶋　将至            ﾉｼﾞﾏ ﾏｻｼ                同志社大学      大学（4）82 50021

木野　和樹            ｷﾉ ｶｽﾞｷ                 天理大学        大学（4）83 50022

菱川　真志            ﾋｼｶﾜ ﾏｻｼ                天理大学        大学（2）84 50022

牧野　涼夏            ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾅ                天理大学        大学（4）85 50022

敦賀　直哉            ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ                関西大学        大学（4）86 50023

山田　尚輝            ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ                京都大学        大学（4）87 50025

熊谷　優作            ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｻｸ              立命館大学      大学（1）88 50030

橋本　雅司            ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ                立命館大学      大学（3）89 50030

内海　壮一            ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ               岡山大学        大学（4）90 51007

中村　健吾            ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ               福岡大          大学（4）91 52001

井上　蒼樹            ｲﾉｳｴ ｿｳｼﾞｭ              福岡大          大学（1）92 52001

加藤　　理            ｶﾄｳ ｵｻﾑ                 福岡大          大学（2）93 52001

今井祐次郎            ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ              鹿屋体育大      大学（4）94 52033

川合　　真            ｶﾜｲ ﾏｺﾄ                 鹿屋体育大      大学（4）95 52033

松林　耕一            ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ             鹿屋体育大      大学（4）96 52033

姫嶋　一輝            ﾋﾒｼﾏ ｶｽﾞｷ               九州共立大      大学（4）97 52055

木村　大地            ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ                東北学院大      大学（1）98 53065

横井　拓実            ﾖｺｲ ﾀｸﾐ                 北海道大        大学（2）99 53071
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河原塚哲史            ｶﾜﾊﾗﾂﾞｶ ﾃﾂｼ             法政大          大学（4）1 48002

豊田　裕人            ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾄ                法政大          大学（4）2 48002

齊藤　　凌            ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ                法政大          大学（3）3 48002

金子　直樹            ｶﾈｺ ﾅｵｷ                 中央大          大学（1）4 48003

小島　稔生            ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ                中央大          大学（1）5 48003

大坪　駿也            ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭﾝﾔ              中央大          大学（4）6 48003

束原　安寿            ﾂｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ              日本体育大      大学（3）7 48007

郡司　隆寿            ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾄｼ              日本体育大      大学（4）8 48007

村川　雄仁            ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾋﾄ               慶應義塾大      大学（1）9 48023

田中　良磨            ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ                慶應義塾大      大学（1）10 48023

三輪　拓実            ﾐﾜ ﾀｸﾐ                  東京大          大学（3）11 48025

原田　啓徳            ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ               国士舘大        大学（3）12 48026

金刺　将平            ｶﾈｻﾞｼ ｼｮｳﾍｲ             国士舘大        大学（1）13 48026

安河内将基            ﾔｽｺｳﾁ ﾏｻｷ               国士舘大        大学（3）14 48026

菊池　裕貴            ｷｸﾁ ﾕｳｷ                 拓殖大          大学（3）15 48030

保坂　海斗            ﾎｻｶ ｶｲﾄ                 拓殖大          大学（1）16 48030

山崎　陽太            ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ               拓殖大          大学（4）17 48030

久保田直輝            ｸﾎﾞﾀ ﾅｵｷ                立教大          大学（1）18 48031

髙山　　凱            ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ                立教大          大学（1）19 48031

藤岡　遼平            ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ             立教大          大学（3）20 48031

松元　克央            ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ               明治大          大学（2）21 48037

吉田　冬優            ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ                 明治大          大学（1）22 48037

鷲尾　春紀            ﾜｼｵ ﾊﾙｷ                 明治大          大学（4）23 48037

近藤　　樹            ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ               筑波大          大学（2）24 48040

三浦　　遼            ﾐｳﾗ ﾘｮｳ                 筑波大          大学（3）25 48040

石井　　亨            ｲｼｲ ﾄｵﾙ                 筑波大          大学（4）26 48040

後藤　　壮            ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ                専修大          大学（2）27 48045

塚田　大河            ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ               専修大          大学（1）28 48045

林　龍之介            ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ              専修大          大学（2）29 48045

浅野　雄亮            ｱｻﾉ ﾕｳｽｹ                神奈川大        大学（4）30 48049

佐藤　滉太            ｻﾄｳ ｺｳﾀ                 神奈川大        大学（3）31 48049

福田　洸貴            ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ                神奈川大        大学（2）32 48049

中村　海渡            ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ                東洋大          大学（1）33 48052

内村　　甲            ｳﾁﾑﾗ ｶﾌﾞﾄ               東洋大          大学（2）34 48052

天井　　翼            ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ                東洋大          大学（4）35 48052

井上　奨真            ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ               早稲田大        大学（2）36 48056

神近　洋佑            ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ               日本大          大学（1）37 48057

小松　　巧            ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ                 日本大          大学（4）38 48057

古田　祐介            ﾌﾙﾀ ﾕｳｽｹ                日本大          大学（4）39 48057

広田　順平            ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ             東海大          大学（4）40 48059

浜垣　辰哉            ﾊﾏｶﾞｷ ﾀﾂﾔ               東海大          大学（4）41 48059

伊崎　暢晃            ｲｻﾞｷ ﾏｻｱｷ               東海大          大学（1）42 48059

小嶋　辰哉            ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ                順天堂大        大学（4）43 48075

金子　和樹            ｶﾈｺ ｶｽﾞｷ                順天堂大        大学（1）44 48075

廣川　剛大            ﾋﾛｶﾜ ｺﾞｳﾀﾞｲ             順天堂大        大学（3）45 48075

越塚　幸司            ｺｼﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ              国際武道大      大学（1）46 48090

石橋　　翔            ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳ               山梨学院大      大学（3）47 48132

柴田　伍郎            ｼﾊﾞﾀ ｺﾞﾛｳ               山梨学院大      大学（3）48 48132

陶山　周平            ｽﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ               山梨学院大      大学（2）49 48132

水村　　元            ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ               桐蔭横浜大      大学（2）50 48203
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阿部　峻也            ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ                桐蔭横浜大      大学（1）51 48203

酒井　智正            ｻｶｲ ﾄﾓﾏｻ                桐蔭横浜大      大学（3）52 48203

菅田　大雅            ｽｶﾞﾀ ﾀｲｶﾞ               中京大          大学（1）53 49002

寺岡　太一            ﾃﾗｵｶ ﾀｲﾁ                中京大          大学（2）54 49002

佐藤　勲平            ｻﾄｳ ｸﾝﾍﾟｲ               中京大          大学（2）55 49002

紀太　直哉            ｷﾀ ﾅｵﾔ                  南山大          大学（1）56 49004

林　凌太郎            ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ              南山大          大学（2）57 49004

木下　晴登            ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾄ                福井工業大      大学（3）58 49021

金田　拓也            ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ                福井工業大      大学（4）59 49021

平塚　　充            ﾋﾗﾂｶ ﾐﾂﾙ                新潟医福大      大学（3）60 49032

太田　直人            ｵｵﾀ ﾅｵﾄ                 新潟医福大      大学（1）61 49032

伊藤　宏樹            ｲﾄｳ ｺｳｷ                 新潟医福大      大学（4）62 49032

竹内　芳輝            ﾀｹﾉｳﾁ ﾖｼｷ               東海学園大      大学（4）63 49046

増田凌太郎            ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ             大阪体育大学    大学（2）64 50001

林　　聖大            ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ                大阪体育大学    大学（4）65 50001

芳賀　亮介            ﾊｶﾞ ﾘｮｳｽｹ               大阪体育大学    大学（2）66 50001

吉川　貴輝            ｷｯｶﾜ ﾀｶｷ                大阪教育大学    大学（4）67 50002

原　　嘉一            ﾊﾗ ｶｲﾁ                  関西学院大学    大学（3）68 50006

西村　祐輝            ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ                関西学院大学    大学（2）69 50006

長谷川大輔            ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ             関西学院大学    大学（4）70 50006

阿部　　希            ｱﾍﾞ ﾏﾚ                  甲南大学        大学（1）71 50008

坂田　怜央            ｻｶﾀ ﾚｵ                  近畿大学        大学（3）72 50010

小林　正弥            ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ               近畿大学        大学（1）73 50010

藤山　敦司            ﾌｼﾞﾔﾏ ｱﾂｼ               近畿大学        大学（1）74 50010

蟹由　恭平            ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ               同志社大学      大学（3）75 50021

福原　賢二            ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｼﾞ               同志社大学      大学（3）76 50021

加藤　雄大            ｶﾄｳ ﾕｳﾀ                 同志社大学      大学（4）77 50021

上野　隆登            ｳｴﾉ ﾘｭｳﾄ                天理大学        大学（2）78 50022

敦賀　直哉            ﾂﾙｶﾞ ﾅｵﾔ                関西大学        大学（4）79 50023

熊谷　優作            ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｻｸ              立命館大学      大学（1）80 50030

田中皐太郎            ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ               島根大学        大学（1）81 51004

内海　壮一            ｳﾁｳﾐ ｿｳｲﾁ               岡山大学        大学（4）82 51007

増田　成将            ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾏｻ               福岡大          大学（1）83 52001

大谷　　翼            ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ               福岡大          大学（3）84 52001

瀬戸口裕嗣            ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳｼ               熊本学園大      大学（3）85 52016

今井祐次郎            ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ              鹿屋体育大      大学（4）86 52033

川合　　真            ｶﾜｲ ﾏｺﾄ                 鹿屋体育大      大学（4）87 52033

松林　耕一            ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ             鹿屋体育大      大学（4）88 52033

宮里　惇寛            ﾐﾔｻﾞﾄ ｱﾂﾋﾛ              仙台大          大学（3）89 53063

横井　拓実            ﾖｺｲ ﾀｸﾐ                 北海道大        大学（2）90 53071
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竹田　渉瑚            ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ              法政大          大学（4）1 48002

廣川　剛己            ﾋﾛｶﾜ ｺﾞｳｷ               法政大          大学（1）2 48002

齊藤　　凌            ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ                法政大          大学（3）3 48002

小島　稔生            ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ                中央大          大学（1）4 48003

佐藤　祐斗            ｻﾄｳ ﾕｳﾄ                 中央大          大学（4）5 48003

平野　　誠            ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ                 中央大          大学（4）6 48003

佐藤　祐弥            ｻﾄｳ ﾕｳﾔ                 日本体育大      大学（4）7 48007

豊田　　壮            ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ                日本体育大      大学（3）8 48007

野中　大暉            ﾉﾅｶ ﾀｲｷ                 日本体育大      大学（2）9 48007

田中　良磨            ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ                慶應義塾大      大学（1）10 48023

小城　力人            ｺｼﾞｮｳ ﾁｶﾗ               慶應義塾大      大学（2）11 48023

村川　雄仁            ﾑﾗｶﾜ ﾀｹﾋﾄ               慶應義塾大      大学（1）12 48023

安河内将基            ﾔｽｺｳﾁ ﾏｻｷ               国士舘大        大学（3）13 48026

一宮　大智            ｲﾁﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ               国士舘大        大学（1）14 48026

原田　啓徳            ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ               国士舘大        大学（3）15 48026

吉田　冬優            ﾖｼﾀﾞ ﾌﾕ                 明治大          大学（1）16 48037

松本　　輝            ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ                明治大          大学（1）17 48037

鷲尾　春紀            ﾜｼｵ ﾊﾙｷ                 明治大          大学（4）18 48037

石川條太郎            ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ            専修大          大学（2）19 48045

塚田　大河            ﾂｶﾀﾞ ﾀｲｶﾞ               専修大          大学（1）20 48045

佐藤　滉太            ｻﾄｳ ｺｳﾀ                 神奈川大        大学（3）21 48049

内村　　甲            ｳﾁﾑﾗ ｶﾌﾞﾄ               東洋大          大学（2）22 48052

天井　　翼            ｱﾏｲ ﾂﾊﾞｻ                東洋大          大学（4）23 48052

山本　悠暉            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ                東洋大          大学（2）24 48052

井上　奨真            ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ               早稲田大        大学（2）25 48056

阿久津直希            ｱｸﾂ ﾅｵｷ                 早稲田大        大学（3）26 48056

髙栁　祐太            ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ              日本大          大学（1）27 48057

古田　祐介            ﾌﾙﾀ ﾕｳｽｹ                日本大          大学（4）28 48057

神近　洋佑            ｶﾐﾁｶ ﾖｳｽｹ               日本大          大学（1）29 48057

浜垣　辰哉            ﾊﾏｶﾞｷ ﾀﾂﾔ               東海大          大学（4）30 48059

金子　和樹            ｶﾈｺ ｶｽﾞｷ                順天堂大        大学（1）31 48075

豊田　将大            ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ               山梨学院大      大学（2）32 48132

清水　俊輝            ｼﾐｽﾞ ﾄｼｷ                山梨学院大      大学（3）33 48132

吉田　峻也            ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾔ               山梨学院大      大学（3）34 48132

水村　　元            ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ               桐蔭横浜大      大学（2）35 48203

高田　俊彰            ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ               桐蔭横浜大      大学（3）36 48203

酒井　智正            ｻｶｲ ﾄﾓﾏｻ                桐蔭横浜大      大学（3）37 48203

稲荷山　陸            ｲﾅﾘﾔﾏ ﾘｸ                中京大          大学（1）38 49002

村上　欣義            ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾘ               中京大          大学（3）39 49002

谷　　健友            ﾀﾆ ﾀｹﾄﾓ                 中京大          大学（2）40 49002

松尾　祐輝            ﾏﾂｵ ﾕｳｷ                 新潟大          大学（4）41 49028

伊藤　宏樹            ｲﾄｳ ｺｳｷ                 新潟医福大      大学（4）42 49032

加藤　伸弥            ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ                常葉大          大学（4）43 49073

大久保拓実            ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾐ               大阪体育大学    大学（4）44 50001

佐野　　武            ｻﾉ ﾀｹﾙ                  関西学院大学    大学（4）45 50006

長谷川大輔            ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ             関西学院大学    大学（4）46 50006

原　　嘉一            ﾊﾗ ｶｲﾁ                  関西学院大学    大学（3）47 50006

綿引　　裕            ﾜﾀﾋｷ ﾋﾛｼ                近畿大学        大学（4）48 50010

木村　匡克            ｷﾑﾗ ﾏｻﾅﾘ                近畿大学        大学（2）49 50010

小山　優麻            ｺﾔﾏ ﾕｳﾏ                 近畿大学        大学（2）50 50010
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蟹由　恭平            ｶﾆﾕ ｷｮｳﾍｲ               同志社大学      大学（3）51 50021

加藤　雄大            ｶﾄｳ ﾕｳﾀ                 同志社大学      大学（4）52 50021

川向　弘晃            ｶﾜﾑｶｲ ﾋﾛｱｷ              同志社大学      大学（2）53 50021

増田　成将            ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾏｻ               福岡大          大学（1）54 52001

越川　優太            ｺｼｶﾜ ﾕｳﾀ                福岡大          大学（3）55 52001

大谷　　翼            ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ               福岡大          大学（3）56 52001

梶谷　一樹            ｶｼﾞﾀﾆ ｶｽﾞｷ              鹿屋体育大      大学（3）57 52033

齋藤　優作            ｻｲﾄｳ ﾕｳｻｸ               鹿屋体育大      大学（3）58 52033

小林　祐馬            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ               鹿屋体育大      大学（2）59 52033
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吉岡　康樹            ﾖｼｵｶ ﾔｽｷ                法政大          大学（1）1 48002

竹田　渉瑚            ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ              法政大          大学（4）2 48002

市丸　貴之            ｲﾁﾏﾙ ﾀｶﾕｷ               法政大          大学（1）3 48002

平野　　誠            ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ                 中央大          大学（4）4 48003

小松代和磨            ｺﾏﾂｼﾛ ｶｽﾞﾏ              中央大          大学（2）5 48003

佐藤　祐斗            ｻﾄｳ ﾕｳﾄ                 中央大          大学（4）6 48003

佐藤　祐弥            ｻﾄｳ ﾕｳﾔ                 日本体育大      大学（4）7 48007

豊田　　壮            ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹｼ                日本体育大      大学（3）8 48007

野中　大暉            ﾉﾅｶ ﾀｲｷ                 日本体育大      大学（2）9 48007

小城　力人            ｺｼﾞｮｳ ﾁｶﾗ               慶應義塾大      大学（2）10 48023

一宮　大智            ｲﾁﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ               国士舘大        大学（1）11 48026

柴田　大造            ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｿﾞｳ              国士舘大        大学（3）12 48026

古庄　宥史            ﾌﾙｼｮｳ ﾕｳｼﾞ              国士舘大        大学（1）13 48026

松本　　輝            ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ                明治大          大学（1）14 48037

藤掛遼太郎            ﾌｼﾞｶｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ            明治大          大学（2）15 48037

仲家　槙吾            ﾅｶﾔ ｼﾝｺﾞ                明治大          大学（2）16 48037

斉藤　匠海            ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ                筑波大          大学（3）17 48040

関矢　雄太            ｾｷﾔ ﾕｳﾀ                 専修大          大学（1）18 48045

石川條太郎            ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ            専修大          大学（2）19 48045

山本　悠暉            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ                東洋大          大学（2）20 48052

廣瀬　　渡            ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ                 東洋大          大学（1）21 48052

寺崎　拓海            ﾃﾗｻｷ ﾀｸﾐ                早稲田大        大学（3）22 48056

藤原　　慧            ﾌｼﾞﾊﾗ ｻﾄｲ               日本大          大学（3）23 48057

川原　春海            ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙﾐ                日本大          大学（1）24 48057

戸崎　　祐            ﾄｻﾞｷ ﾀｽｸ                日本大          大学（1）25 48057

前野　慎也            ﾏｴﾉ ｼﾝﾔ                 東海大          大学（1）26 48059

吉田　峻也            ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾔ               山梨学院大      大学（3）27 48132

清水　俊輝            ｼﾐｽﾞ ﾄｼｷ                山梨学院大      大学（3）28 48132

豊田　将大            ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ               山梨学院大      大学（2）29 48132

高田　俊彰            ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ               桐蔭横浜大      大学（3）30 48203

谷　　健友            ﾀﾆ ﾀｹﾄﾓ                 中京大          大学（2）31 49002

中島　拓海            ﾅｶｼﾏ ﾀｸﾐ                中京大          大学（3）32 49002

橋口　勝輝            ﾊｼｸﾞﾁ ｶﾂｷ               中京大          大学（3）33 49002

井関　　翔            ｲｾｷ ｼｮｳ                 福井工業大      大学（3）34 49021

松尾　祐輝            ﾏﾂｵ ﾕｳｷ                 新潟大          大学（4）35 49028

赤石　泰宗            ｱｶｲｼ ﾔｽﾑﾈ               新潟医福大      大学（4）36 49032

河合　駿介            ｶﾜｲ ｼｭﾝｽｹ               岐聖大          大学（3）37 49035

加藤　伸弥            ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ                常葉大          大学（4）38 49073

小林　薫平            ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ             関西学院大学    大学（1）39 50006

佐野　　武            ｻﾉ ﾀｹﾙ                  関西学院大学    大学（4）40 50006

小山　優麻            ｺﾔﾏ ﾕｳﾏ                 近畿大学        大学（2）41 50010

木村　匡克            ｷﾑﾗ ﾏｻﾅﾘ                近畿大学        大学（2）42 50010

松本　宗士            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ                近畿大学        大学（4）43 50010

川向　弘晃            ｶﾜﾑｶｲ ﾋﾛｱｷ              同志社大学      大学（2）44 50021

三浦　康弘            ﾐｳﾗ ﾔｽﾋﾛ                同志社大学      大学（4）45 50021

宮本　将崇            ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾀｶ               関西大学        大学（4）46 50023

越川　優太            ｺｼｶﾜ ﾕｳﾀ                福岡大          大学（3）47 52001

小林　祐馬            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ               鹿屋体育大      大学（2）48 52033

佐貫　省吾            ｻﾇｷ ｼｮｳｺﾞ               鹿屋体育大      大学（2）49 52033

岩下　幸平            ｲﾜｼﾀ ｺｳﾍｲ               鹿屋体育大      大学（4）50 52033
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内藤　良太            ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ               法政大          大学（1）1 48002

管谷　　諭            ｽｶﾞﾔ ｻﾄﾙ                法政大          大学（4）2 48002

津村　航平            ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ                法政大          大学（2）3 48002

龍　　宏樹            ﾘｭｳ ﾋﾛｷ                 中央大          大学（2）4 48003

岩田　哲也            ｲﾜﾀ ﾃﾂﾔ                 中央大          大学（4）5 48003

砂間　敬太            ｽﾅﾏ ｹｲﾀ                 中央大          大学（3）6 48003

村上　鉄平            ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ              日本体育大      大学（2）7 48007

高野　洋斗            ﾀｶﾉ ﾋﾛﾄ                 日本体育大      大学（3）8 48007

永冨　誠大            ﾅｶﾞﾄﾐ ﾄﾓﾋﾛ              学習院大        大学（3）9 48016

山本　貴久            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ               立正大          大学（2）10 48018

夏目　大志            ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ                 慶應義塾大      大学（2）11 48023

井ノ本　快            ｲﾉﾓﾄ ｶｲ                 東京大          大学（2）12 48025

政本　郁海            ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ                東京大          大学（2）13 48025

須貝　和彦            ｽｶﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ              国士舘大        大学（4）14 48026

植木　海帆            ｳｴｷ ｶｲﾎ                 国士舘大        大学（3）15 48026

守永　　隆            ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶｼ               国士舘大        大学（4）16 48026

友常　　潤            ﾄﾓﾂﾈ ｼﾞｭﾝ               拓殖大          大学（1）17 48030

高島　　陽            ﾀｶｼﾏ ﾖｳ                 拓殖大          大学（4）18 48030

岩渕　龍河            ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｭｳｶﾞ             立教大          大学（4）19 48031

市川　　尊            ｲﾁｶﾜ ﾐｺﾄ                明治大          大学（3）20 48037

磯野　洋樹            ｲｿﾉ ﾋﾛｷ                 明治大          大学（3）21 48037

重見　和秀            ｼｹﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾃﾞ             明治大          大学（1）22 48037

奥山　寛也            ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ                筑波大          大学（2）23 48040

秦　　俊陽            ﾊﾀ ﾄｼｱｷ                 筑波大          大学（2）24 48040

陣ヶ岡　胤            ｼﾞﾝｶﾞｵｶ ﾂﾂﾞｷ            筑波大          大学（3）25 48040

小沢　一朗            ｵｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ               専修大          大学（1）26 48045

田中健史朗            ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾛｳ               千葉商科大      大学（3）27 48050

小鶴　陸人            ｺﾂﾞﾙ ﾘｸﾄ                東洋大          大学（3）28 48052

若林　健太            ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ              東洋大          大学（1）29 48052

三好　健介            ﾐﾖｼ ｹﾝｽｹ                東洋大          大学（1）30 48052

安田　純輝            ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ              早稲田大        大学（4）31 48056

大芦　知央            ｵｵｱｼ ｱｷｵ                早稲田大        大学（1）32 48056

中川　弘之            ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ              日本大          大学（4）33 48057

木坂　　楓            ｷｻｶ ｶｴﾃﾞ                日本大          大学（3）34 48057

川端　宏昌            ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾏｻ              日本大          大学（1）35 48057

石川　和樹            ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ               千葉大          大学（4）36 48058

渡辺　将吾            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ             東海大          大学（2）37 48059

前島　遼太            ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ              東海大          大学（4）38 48059

繁田龍之介            ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             順天堂大        大学（2）39 48075

松本　卓弥            ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ                順天堂大        大学（3）40 48075

大高　準也            ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝﾔ              順天堂大        大学（2）41 48075

丸山　　潤            ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ               山梨学院大      大学（1）42 48132

青木　順一            ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ              山梨学院大      大学（1）43 48132

川上　琢也            ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ                桐蔭横浜大      大学（4）44 48203

柳沼　奏太            ﾔｷﾞﾇﾏ ｶﾅﾀ               愛知学院大      大学（3）45 49001

宇野　柊平            ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ                中京大          大学（1）46 49002

大竹　雅也            ｵｵﾀｹ ﾏｻﾔ                中京大          大学（3）47 49002

川本　武史            ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ                中京大          大学（4）48 49002

廣野　喬大            ﾋﾛﾉ ｷｮｳﾀ                至学館大        大学（1）49 49007

三好　　達            ﾐﾖｼ ﾀﾂﾙ                 愛知教育大      大学（4）50 49014
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千吉良優斗            ﾁｷﾞﾗ ﾕｳﾄ                新潟医福大      大学（1）51 49032

上村　祐樹            ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｷ                新潟医福大      大学（3）52 49032

細井　竜輝            ﾎｿｲ ﾘｭｳｷ                新潟医福大      大学（4）53 49032

山内　明晟            ﾔﾏｳﾁ ﾒｲｾｲ               東海学園大      大学（4）54 49046

清水　祐輔            ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ               東海学園大      大学（4）55 49046

滝澤　有哉            ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ               大阪体育大学    大学（1）56 50001

大久保健太            ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾀ               大阪体育大学    大学（2）57 50001

吾郷遼太郎            ｱｺﾞｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ             大阪体育大学    大学（4）58 50001

白石　航平            ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ               大阪教育大学    大学（1）59 50002

河野　大悟            ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ               大阪市立大学    大学（1）60 50004

三坂　一真            ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ                関西学院大学    大学（1）61 50006

立花槙次郎            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｼﾞﾛｳ            関西学院大学    大学（4）62 50006

竹田　昇真            ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ               近畿大学        大学（4）63 50010

姫野　幹大            ﾋﾒﾉ ﾐｷﾋﾛ                近畿大学        大学（1）64 50010

常盤　忠靖            ﾄｷﾜ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ              近畿大学        大学（2）65 50010

小林雄一郎            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ            同志社大学      大学（2）66 50021

西村　駿弥            ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ               同志社大学      大学（4）67 50021

橋本　颯斗            ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ                天理大学        大学（4）68 50022

阿部　晃平            ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ                天理大学        大学（4）69 50022

相浦　優大            ｱｲｳﾗ ﾏｻﾋﾛ               天理大学        大学（1）70 50022

金光　伸祐            ｶﾈﾐﾂ ｼﾝｽｹ               京都大学        大学（4）71 50025

中筋　勘太            ﾅｶｽｼﾞ ｶﾝﾀ               びわこ成蹊大    大学（1）72 50093

中尾　駿一            ﾅｶｵ ｼｭﾝｲﾁ               岡山大学        大学（3）73 51007

白石　亮平            ｼﾗｲｼ ﾘｮｳﾍｲ              広島大学        大学（2）74 51009

穐山　和也            ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾔ               環太平洋大学    大学（3）75 51071

伊牟田航平            ｲﾑﾀ ｺｳﾍｲ                福岡大          大学（3）76 52001

畑田　光輝            ﾊﾀﾀﾞ ｺｳｷ                福岡大          大学（1）77 52001

溝口　　勇            ﾐｿﾞｸﾁ ｲｻﾑ               福岡大          大学（2）78 52001

野間勇士朗            ﾉﾏ ﾕｳｼﾛｳ                熊本学園大      大学（2）79 52016

遠藤　舜弥            ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ              鹿屋体育大      大学（3）80 52033

富田　修平            ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾍｲ               鹿屋体育大      大学（2）81 52033

松村　拓海            ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ                九州共立大      大学（2）82 52055

富　　勇介            ﾄﾐ ﾕｳｽｹ                 九州共立大      大学（4）83 52055

相馬　健佑            ｿｳﾏ ｹﾝｽｹ                仙台大          大学（4）84 53063

伊藤　雅道            ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ                東北学院大      大学（4）85 53065

龍田　　力            ﾀﾂﾀ ﾁｶﾗ                 北海道大        大学（3）86 53071

及川　龍二            ｵｲｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ              弘前大          大学（4）87 53095
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津村　航平            ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ                法政大          大学（2）1 48002

管谷　　諭            ｽｶﾞﾔ ｻﾄﾙ                法政大          大学（4）2 48002

内藤　良太            ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ               法政大          大学（1）3 48002

兼子雄太郎            ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾛｳ               中央大          大学（1）4 48003

龍　　宏樹            ﾘｭｳ ﾋﾛｷ                 中央大          大学（2）5 48003

砂間　敬太            ｽﾅﾏ ｹｲﾀ                 中央大          大学（3）6 48003

村上　鉄平            ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ              日本体育大      大学（2）7 48007

高野　洋斗            ﾀｶﾉ ﾋﾛﾄ                 日本体育大      大学（3）8 48007

永冨　誠大            ﾅｶﾞﾄﾐ ﾄﾓﾋﾛ              学習院大        大学（3）9 48016

山本　貴久            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ               立正大          大学（2）10 48018

夏目　大志            ﾅﾂﾒ ﾀｲｼ                 慶應義塾大      大学（2）11 48023

須貝　和彦            ｽｶﾞｲ ｶｽﾞﾋｺ              国士舘大        大学（4）12 48026

遠藤　佑亮            ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ              国士舘大        大学（3）13 48026

植木　海帆            ｳｴｷ ｶｲﾎ                 国士舘大        大学（3）14 48026

高島　　陽            ﾀｶｼﾏ ﾖｳ                 拓殖大          大学（4）15 48030

友常　　潤            ﾄﾓﾂﾈ ｼﾞｭﾝ               拓殖大          大学（1）16 48030

黒澤　拓海            ｸﾛｻﾜ ﾀｸﾐ                明治大          大学（3）17 48037

川島　龍一            ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ              明治大          大学（3）18 48037

磯野　洋樹            ｲｿﾉ ﾋﾛｷ                 明治大          大学（3）19 48037

秦　　俊陽            ﾊﾀ ﾄｼｱｷ                 筑波大          大学（2）20 48040

奥山　寛也            ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ                筑波大          大学（2）21 48040

石田遼太郎            ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ             筑波大          大学（4）22 48040

桑原　颯大            ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ                専修大          大学（2）23 48045

小沢　一朗            ｵｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ               専修大          大学（1）24 48045

田中健史朗            ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾛｳ               千葉商科大      大学（3）25 48050

三好　健介            ﾐﾖｼ ｹﾝｽｹ                東洋大          大学（1）26 48052

小鶴　陸人            ｺﾂﾞﾙ ﾘｸﾄ                東洋大          大学（3）27 48052

安田　純輝            ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ              早稲田大        大学（4）28 48056

中川　弘之            ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ              日本大          大学（4）29 48057

岩崎　　慶            ｲﾜｻｷ ｹｲ                 日本大          大学（2）30 48057

木坂　　楓            ｷｻｶ ｶｴﾃﾞ                日本大          大学（3）31 48057

石川　和樹            ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ               千葉大          大学（4）32 48058

渡辺　将吾            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ             東海大          大学（2）33 48059

前島　遼太            ﾏｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ              東海大          大学（4）34 48059

大高　準也            ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝﾔ              順天堂大        大学（2）35 48075

邑田　裕斗            ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ                 山梨学院大      大学（2）36 48132

青木　順一            ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ              山梨学院大      大学（1）37 48132

川上　琢也            ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ                桐蔭横浜大      大学（4）38 48203

大竹　雅也            ｵｵﾀｹ ﾏｻﾔ                中京大          大学（3）39 49002

宇野　柊平            ｳﾉ ｼｭｳﾍｲ                中京大          大学（1）40 49002

石川　　稜            ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ                中京大          大学（3）41 49002

廣野　喬大            ﾋﾛﾉ ｷｮｳﾀ                至学館大        大学（1）42 49007

堀田　修平            ﾎｯﾀ ｼｭｳﾍｲ               信州大          大学（4）43 49018

千吉良優斗            ﾁｷﾞﾗ ﾕｳﾄ                新潟医福大      大学（1）44 49032

細井　竜輝            ﾎｿｲ ﾘｭｳｷ                新潟医福大      大学（4）45 49032

石井　大貴            ｲｼｲ ﾋﾛｷ                 岐聖大          大学（4）46 49035

鬼頭　孝明            ｷﾄｳ ﾀｶｱｷ                岐聖大          大学（1）47 49035

清水　祐輔            ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ               東海学園大      大学（4）48 49046

山内　明晟            ﾔﾏｳﾁ ﾒｲｾｲ               東海学園大      大学（4）49 49046

大久保健太            ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝﾀ               大阪体育大学    大学（2）50 50001
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滝澤　有哉            ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ               大阪体育大学    大学（1）51 50001

白石　航平            ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ               大阪教育大学    大学（1）52 50002

河野　大悟            ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ               大阪市立大学    大学（1）53 50004

立花槙次郎            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼﾝｼﾞﾛｳ            関西学院大学    大学（4）54 50006

三坂　一真            ﾐｻｶ ｶｽﾞﾏ                関西学院大学    大学（1）55 50006

古畑　海里            ﾌﾙﾊﾀ ｶｲﾘ                甲南大学        大学（4）56 50008

竹田　昇真            ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ               近畿大学        大学（4）57 50010

常盤　忠靖            ﾄｷﾜ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ              近畿大学        大学（2）58 50010

姫野　幹大            ﾋﾒﾉ ﾐｷﾋﾛ                近畿大学        大学（1）59 50010

小林雄一郎            ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ            同志社大学      大学（2）60 50021

西村　駿弥            ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ               同志社大学      大学（4）61 50021

橋本　颯斗            ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ                天理大学        大学（4）62 50022

相浦　優大            ｱｲｳﾗ ﾏｻﾋﾛ               天理大学        大学（1）63 50022

阿部　晃平            ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ                天理大学        大学（4）64 50022

松本　昇汰            ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ               大阪国際大学    大学（3）65 50043

中筋　勘太            ﾅｶｽｼﾞ ｶﾝﾀ               びわこ成蹊大    大学（1）66 50093

勇内　塁揮            ﾕｳﾁ ﾙｲｷ                 びわこ成蹊大    大学（2）67 50093

行徳　健汰            ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ              岡山大学        大学（3）68 51007

川崎　瑠唯            ｶﾜｻｷ ﾙｲ                 福岡大          大学（1）69 52001

伊牟田航平            ｲﾑﾀ ｺｳﾍｲ                福岡大          大学（3）70 52001

畑田　光輝            ﾊﾀﾀﾞ ｺｳｷ                福岡大          大学（1）71 52001

野間勇士朗            ﾉﾏ ﾕｳｼﾛｳ                熊本学園大      大学（2）72 52016

遠藤　舜弥            ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ              鹿屋体育大      大学（3）73 52033

富田　修平            ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾍｲ               鹿屋体育大      大学（2）74 52033

松村　拓海            ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ                九州共立大      大学（2）75 52055

富　　勇介            ﾄﾐ ﾕｳｽｹ                 九州共立大      大学（4）76 52055

伊藤　雅道            ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ                東北学院大      大学（4）77 53065

河原　宏紀            ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｷ                東北学院大      大学（2）78 53065

工藤　雅也            ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾔ                岩手県立大      大学（1）79 53146
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塚本　悠太            ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ                法政大          大学（3）1 48002

戸野本陽友            ﾄﾉﾓﾄ ﾖｳｽｹ               法政大          大学（2）2 48002

渡邊　一輝            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ              法政大          大学（4）3 48002

須藤　大貴            ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ               中央大          大学（2）4 48003

赤井　　晨            ｱｶｲ ｼﾝ                  中央大          大学（3）5 48003

新谷　一総            ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ                中央大          大学（3）6 48003

菅原　一樹            ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ              日本体育大      大学（4）7 48007

武良　竜也            ﾑﾗ ﾘｭｳﾔ                 日本体育大      大学（2）8 48007

石井　建幹            ｲｼｲ ﾀﾃｷ                 上智大          大学（1）9 48013

八子　優介            ﾔｺ ﾕｳｽｹ                 慶應義塾大      大学（3）10 48023

長澤　圭恭            ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ              慶應義塾大      大学（2）11 48023

石川　圭佑            ｲｼｶﾜ ｹｲｽｹ               慶應義塾大      大学（4）12 48023

松崎　勝優            ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ              国士舘大        大学（4）13 48026

笹木　洸平            ｻｻｷ ｺｳﾍｲ                国士舘大        大学（1）14 48026

岡本　悠希            ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ                国士舘大        大学（4）15 48026

山本　泰誠            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ               拓殖大          大学（4）16 48030

渡部　太一            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ               立教大          大学（2）17 48031

小日向一輝            ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ               明治大          大学（4）18 48037

大木　淳平            ｵｵｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ             明治大          大学（1）19 48037

後藤　滉平            ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ               明治大          大学（3）20 48037

大久保琳太郎          ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ             筑波大          大学（2）21 48040

戸澤　潤也            ﾄｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ              筑波大          大学（1）22 48040

原　　大輔            ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ                専修大          大学（2）23 48045

今川　雄洋            ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ              東京理科大      大学（2）24 48046

足立　光駿            ｱﾀﾞﾁ ｺｳｼｭﾝ              神奈川大        大学（1）25 48049

田中　　僚            ﾀﾅｶ ﾘｮｳ                 千葉商科大      大学（1）26 48050

上田涼太郎            ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ             東洋大          大学（2）27 48052

毛利　　衛            ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ                 東洋大          大学（3）28 48052

上野　聖人            ｳｴﾉ ﾏｻﾄ                 早稲田大        大学（4）29 48056

渡辺　一平            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ             早稲田大        大学（2）30 48056

田口　直輝            ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ                日本大          大学（4）31 48057

楠木　拓馬            ｸｽｷ ﾀｸﾏ                 日本大          大学（3）32 48057

鈴木　皓大            ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ                日本大          大学（4）33 48057

馬場　　健            ﾊﾞﾊﾞ ﾀｹｼ                東海大          大学（2）34 48059

叶　　颯斗            ｶﾉｳ ﾊﾔﾄ                 東海大          大学（4）35 48059

岸野　　力            ｷｼﾉ ﾁｶﾗ                 順天堂大        大学（4）36 48075

三平　浩輔            ﾐﾋﾗ ｺｳｽｹ                順天堂大        大学（3）37 48075

吉原　飛翔            ﾖｼﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ               山梨学院大      大学（4）38 48132

石川　孝章            ｲｼｶﾜ ﾀｶｱｷ               山梨学院大      大学（4）39 48132

大谷　　走            ｵｵﾀﾆ ｶｹﾙ                山梨学院大      大学（2）40 48132

大澤　直人            ｵｵｻﾜ ﾅｵﾄ                桐蔭横浜大      大学（2）41 48203

住江　拓哉            ｽﾐｴ ﾀｸﾔ                 桐蔭横浜大      大学（1）42 48203

加藤　景大            ｶﾄｳ ｹｲﾀ                 桐蔭横浜大      大学（4）43 48203

山中　祥輝            ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ                中京大          大学（4）44 49002

大木　涼平            ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ               中京大          大学（4）45 49002

松村　優樹            ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ                中京大          大学（2）46 49002

磯田　涼太            ｲｿﾀﾞ ﾘｮｳﾀ               信州大          大学（2）47 49018

尾東　太樹            ﾋﾞﾄｳ ﾀｲｷ                新潟医福大      大学（4）48 49032

桑山　　健            ｸﾜﾔﾏ ｹﾝ                 新潟医福大      大学（3）49 49032

石井　貴章            ｲｼｲ ﾀｶｱｷ                新潟医福大      大学（1）50 49032
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川江　拓実            ｶﾜｴ ﾀｸﾐ                 東海学園大      大学（2）51 49046

桜井　　瞭            ｻｸﾗｲ ﾘｮｳ                東海学園大      大学（2）52 49046

井上　陽介            ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ               東海学園大      大学（1）53 49046

河野　拓実            ｺｳﾉ ﾀｸﾐ                 大阪体育大学    大学（3）54 50001

伊敷　竜治            ｲｼｷ ﾘｭｳｼﾞ               大阪体育大学    大学（3）55 50001

猪口慎ノ介            ｲﾉｸﾞﾁ ｼﾝﾉｽｹ             大阪体育大学    大学（2）56 50001

寺田　直史            ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ               大阪教育大学    大学（4）57 50002

小山圭一郎            ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ              大阪教育大学    大学（2）58 50002

石井　孝典            ｲｼｲ ｺｳｽｹ                大阪教育大学    大学（3）59 50002

瀬角　健太            ｾｽﾐ ｹﾝﾀ                 関西学院大学    大学（4）60 50006

日本　雄也            ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ                近畿大学        大学（2）61 50010

後藤　弘樹            ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ                近畿大学        大学（4）62 50010

山田　湧介            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ               近畿大学        大学（4）63 50010

河島　　渉            ｶﾜｼﾏ ﾜﾀﾙ                同志社大学      大学（2）64 50021

小野　　應            ｵﾉ ﾏｻｼ                  同志社大学      大学（4）65 50021

鈴木　仁也            ｽｽﾞｷ ｼﾞﾝﾔ               同志社大学      大学（2）66 50021

杉村　怜律            ｽｷﾞﾑﾗ ﾚｲﾘ               天理大学        大学（1）67 50022

最相　　旭            ｻｲｿｳ ｱｻﾋ                天理大学        大学（2）68 50022

弦田健太郎            ﾂﾙﾀ ｹﾝﾀﾛｳ               天理大学        大学（4）69 50022

津川　幸久            ﾂｶﾞﾜ ﾕｷﾋｻ               関西大学        大学（4）70 50023

平野　智也            ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ                 立命館大学      大学（4）71 50030

田澤　洵汰            ﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾀ              大阪国際大学    大学（4）72 50043

大坪　弘基            ｵｵﾂﾎﾞ ｺｳｷ               岡山大学        大学（3）73 51007

中村　優介            ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ               香川大学        大学（4）74 51012

原口　拓也            ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｸﾔ               福岡大          大学（1）75 52001

野田　皐成            ﾉﾀﾞ ｺｳｾｲ                福岡大          大学（3）76 52001

神田　将大            ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ               福岡大          大学（2）77 52001

宮澤　祐太            ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ               鹿屋体育大      大学（3）78 52033

脇園　　樹            ﾜｷｿﾞﾉ ｲﾂｷ               鹿屋体育大      大学（2）79 52033

田渕　寛大            ﾀﾌﾞﾁ ｶﾝﾀ                鹿屋体育大      大学（2）80 52033

田口　恵教            ﾀｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ               鹿児島国際大    大学（3）81 52046

角田　武漢            ﾂﾉﾀﾞ ﾑﾊﾝ                九州共立大      大学（1）82 52055

三浦　尚起            ﾐｳﾗ ﾅｵｷ                 東北学院大      大学（1）83 53065
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長井　琢磨            ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ                法政大          大学（4）1 48002

塚本　悠太            ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ                法政大          大学（3）2 48002

渡邊　一輝            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ              法政大          大学（4）3 48002

赤井　　晨            ｱｶｲ ｼﾝ                  中央大          大学（3）4 48003

新谷　一総            ｱﾗﾔ ｶｽﾞｻ                中央大          大学（3）5 48003

須藤　大貴            ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ               中央大          大学（2）6 48003

菅原　一樹            ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ              日本体育大      大学（4）7 48007

武良　竜也            ﾑﾗ ﾘｭｳﾔ                 日本体育大      大学（2）8 48007

小平　剛徳            ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾉﾘ              学習院大        大学（2）9 48016

長澤　圭恭            ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ              慶應義塾大      大学（2）10 48023

石川　圭佑            ｲｼｶﾜ ｹｲｽｹ               慶應義塾大      大学（4）11 48023

安部翔一郎            ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ             国士舘大        大学（1）12 48026

松崎　勝優            ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ              国士舘大        大学（4）13 48026

望月　利希            ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ               国士舘大        大学（2）14 48026

渡部　太一            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ               立教大          大学（2）15 48031

福田　夏季            ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ                立教大          大学（4）16 48031

山本　拓歩            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾎ                明治大          大学（3）17 48037

小日向一輝            ｺﾋﾅﾀ ｶｽﾞｷ               明治大          大学（4）18 48037

後藤　滉平            ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ               明治大          大学（3）19 48037

大久保琳太郎          ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ             筑波大          大学（2）20 48040

戸澤　潤也            ﾄｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ              筑波大          大学（1）21 48040

沼田　啓作            ﾇﾏﾀ ｹｲｻｸ                筑波大          大学（3）22 48040

原　　大輔            ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ                専修大          大学（2）23 48045

今川　雄洋            ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ              東京理科大      大学（2）24 48046

足立　光駿            ｱﾀﾞﾁ ｺｳｼｭﾝ              神奈川大        大学（1）25 48049

田中　　僚            ﾀﾅｶ ﾘｮｳ                 千葉商科大      大学（1）26 48050

上田涼太郎            ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ             東洋大          大学（2）27 48052

毛利　　衛            ﾓｳﾘ ﾏﾓﾙ                 東洋大          大学（3）28 48052

渡辺　一平            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯﾍﾟｲ             早稲田大        大学（2）29 48056

田口　直輝            ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ                日本大          大学（4）30 48057

加藤　弘之            ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ                日本大          大学（1）31 48057

鈴木　皓大            ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ                日本大          大学（4）32 48057

叶　　颯斗            ｶﾉｳ ﾊﾔﾄ                 東海大          大学（4）33 48059

木村　俊介            ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ               東海大          大学（3）34 48059

中市　恭平            ﾅｶｲﾁ ｷｮｳﾍｲ              東海大          大学（4）35 48059

飯田　潤哉            ｲｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ              防衛大          大学（3）36 48061

岸野　　力            ｷｼﾉ ﾁｶﾗ                 順天堂大        大学（4）37 48075

三平　浩輔            ﾐﾋﾗ ｺｳｽｹ                順天堂大        大学（3）38 48075

大谷　　走            ｵｵﾀﾆ ｶｹﾙ                山梨学院大      大学（2）39 48132

吉原　飛翔            ﾖｼﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ               山梨学院大      大学（4）40 48132

石川　孝章            ｲｼｶﾜ ﾀｶｱｷ               山梨学院大      大学（4）41 48132

武井　隼人            ﾀｹｲ ﾊﾔﾄ                 桐蔭横浜大      大学（4）42 48203

大澤　直人            ｵｵｻﾜ ﾅｵﾄ                桐蔭横浜大      大学（2）43 48203

住江　拓哉            ｽﾐｴ ﾀｸﾔ                 桐蔭横浜大      大学（1）44 48203

大木　涼平            ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ               中京大          大学（4）45 49002

伊藤　開貴            ｲﾄｳ ｶｲｷ                 中京大          大学（4）46 49002

畔上進太郎            ｱｾﾞｶﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ            中京大          大学（1）47 49002

磯田　涼太            ｲｿﾀﾞ ﾘｮｳﾀ               信州大          大学（2）48 49018

田口　稔基            ﾀｸﾞﾁ ﾅﾙｷ                新潟大          大学（3）49 49028

大友　一生            ｵｵﾄﾓ ｲｯｾｲ               新潟医福大      大学（3）50 49032
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浅野　郁規            ｱｻﾉ ｲｸﾐ                 新潟医福大      大学（3）51 49032

岡崎　洸大            ｵｶｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ             新潟医福大      大学（4）52 49032

加納　拓也            ｶﾉｳ ﾀｸﾔ                 岐聖大          大学（2）53 49035

堀　　光佑            ﾎﾘ ｺｳｽｹ                 岐聖大          大学（3）54 49035

川江　拓実            ｶﾜｴ ﾀｸﾐ                 東海学園大      大学（2）55 49046

辻　　太規            ﾂｼﾞ ﾀｲｷ                 東海学園大      大学（1）56 49046

林田　公威            ﾊﾔｼﾀﾞ ｷﾐﾀｹ              東海学園大      大学（4）57 49046

河野　拓実            ｺｳﾉ ﾀｸﾐ                 大阪体育大学    大学（3）58 50001

伊敷　竜治            ｲｼｷ ﾘｭｳｼﾞ               大阪体育大学    大学（3）59 50001

山田将太郎            ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ             大阪体育大学    大学（1）60 50001

小山圭一郎            ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ              大阪教育大学    大学（2）61 50002

石井　孝典            ｲｼｲ ｺｳｽｹ                大阪教育大学    大学（3）62 50002

寺田　直史            ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ               大阪教育大学    大学（4）63 50002

瀬角　健太            ｾｽﾐ ｹﾝﾀ                 関西学院大学    大学（4）64 50006

田中　優一            ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ                関西学院大学    大学（1）65 50006

中嶋　康介            ﾅｶｼﾏ ｺｳｽｹ               関西学院大学    大学（2）66 50006

日本　雄也            ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ                近畿大学        大学（2）67 50010

後藤　弘樹            ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ                近畿大学        大学（4）68 50010

山田　湧介            ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ               近畿大学        大学（4）69 50010

橋本　凌輔            ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ              同志社大学      大学（2）70 50021

河島　　渉            ｶﾜｼﾏ ﾜﾀﾙ                同志社大学      大学（2）71 50021

鈴木　仁也            ｽｽﾞｷ ｼﾞﾝﾔ               同志社大学      大学（2）72 50021

杉村　怜律            ｽｷﾞﾑﾗ ﾚｲﾘ               天理大学        大学（1）73 50022

最相　　旭            ｻｲｿｳ ｱｻﾋ                天理大学        大学（2）74 50022

弦田健太郎            ﾂﾙﾀ ｹﾝﾀﾛｳ               天理大学        大学（4）75 50022

津川　幸久            ﾂｶﾞﾜ ﾕｷﾋｻ               関西大学        大学（4）76 50023

松井　僚汰            ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾀ                大阪府立大学    大学（2）77 50029

平野　智也            ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾔ                 立命館大学      大学（4）78 50030

田澤　洵汰            ﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾀ              大阪国際大学    大学（4）79 50043

安芸　祐作            ｱｷ ﾕｳｻｸ                 広島大学        大学（2）80 51009

三島　泰生            ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ                環太平洋大学    大学（2）81 51071

野田　皐成            ﾉﾀﾞ ｺｳｾｲ                福岡大          大学（3）82 52001

岡本　一晟            ｵｶﾓﾄ ｲｯｾｲ               福岡大          大学（2）83 52001

脇園　　樹            ﾜｷｿﾞﾉ ｲﾂｷ               鹿屋体育大      大学（2）84 52033

宮澤　祐太            ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ               鹿屋体育大      大学（3）85 52033

田渕　寛大            ﾀﾌﾞﾁ ｶﾝﾀ                鹿屋体育大      大学（2）86 52033

角田　武漢            ﾂﾉﾀﾞ ﾑﾊﾝ                九州共立大      大学（1）87 52055

三浦　尚起            ﾐｳﾗ ﾅｵｷ                 東北学院大      大学（1）88 53065
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林　　孝晟            ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ                法政大          大学（2）1 48002

塩澤　雅人            ｼｵｻﾞﾜ ﾏｻﾄ               法政大          大学（2）2 48002

森本　祥之            ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ              法政大          大学（2）3 48002

髙橋　一貴            ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ               中央大          大学（2）4 48003

田上　勇気            ﾀﾉｳｴ ﾕｳｷ                中央大          大学（4）5 48003

深澤　康平            ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ              中央大          大学（3）6 48003

只野　佑樹            ﾀﾀﾞﾉ ﾕｳｷ                日本体育大      大学（3）7 48007

井田　悠斗            ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ                 日本体育大      大学（1）8 48007

寺田　拓未            ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ                日本体育大      大学（1）9 48007

三枝　寛治            ｻｴｸﾞｻ ｶﾝｼﾞ              学習院大        大学（1）10 48016

井坂　有佑            ｲｻｶ ﾕｳｽｹ                慶應義塾大      大学（4）11 48023

塩川　　拓            ｼｵｶﾜ ﾀｸ                 慶應義塾大      大学（3）12 48023

今村　史悠            ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ                東京大          大学（2）13 48025

小畠　涼太            ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｮｳﾀ              国士舘大        大学（4）14 48026

五十嵐　涼            ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ               国士舘大        大学（3）15 48026

越塚　友昭            ｺｼﾂﾞｶ ﾄﾓｱｷ              国士舘大        大学（3）16 48026

春田　祥吾            ﾊﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ               立教大          大学（4）17 48031

平井　健太            ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ                 明治大          大学（4）18 48037

矢島　優也            ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ                明治大          大学（2）19 48037

田口　雅司            ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ                明治大          大学（2）20 48037

安藤　一歩            ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾎ              筑波大          大学（4）21 48040

浦　瑠一朗            ｳﾗ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ              筑波大          大学（4）22 48040

猪狩　雄哉            ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ                筑波大          大学（1）23 48040

片山　瑞貴            ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ               青山学院大      大学（2）24 48041

今野　明弘            ｺﾝﾉ ｱｷﾋﾛ                専修大          大学（4）25 48045

周　　賢史            ｼｭｳ ｹﾝｼ                 専修大          大学（4）26 48045

山田　拓実            ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ                東京理科大      大学（3）27 48046

三好　悠介            ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ                東洋大          大学（3）28 48052

小日向恭太            ｵﾋﾞﾅﾀ ﾔｽﾋﾛ              東洋大          大学（4）29 48052

牧田　卓也            ﾏｷﾀ ﾀｸﾔ                 東洋大          大学（4）30 48052

坂井　聖人            ｻｶｲ ﾏｻﾄ                 早稲田大        大学（3）31 48056

池江　毅隼            ｲｹｴ ﾀｹﾊﾔ                早稲田大        大学（1）32 48056

安江　貴哉            ﾔｽｴ ﾀｶﾔ                 日本大          大学（3）33 48057

武田　一斗            ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄ               日本大          大学（3）34 48057

浮島　直登            ｳｷｼﾏ ﾅｵﾄ                日本大          大学（3）35 48057

帯川　大輔            ｵﾋﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ             東海大          大学（1）36 48059

猪俣　直也            ｲﾉﾏﾀ ﾅｵﾔ                東海大          大学（4）37 48059

林　　拓実            ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ                 東海大          大学（3）38 48059

森田　敏広            ﾓﾘﾀ ﾄｼﾋﾛ                順天堂大        大学（4）39 48075

繁田龍之介            ﾊﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ             順天堂大        大学（2）40 48075

小野川　旭            ｵﾉｶﾞﾜ ｱｻﾋ               山梨学院大      大学（4）41 48132

猪狩　　好            ｲｶﾞﾘ ﾖｼﾐ                桐蔭横浜大      大学（3）42 48203

吉田　　考            ﾖｼﾀﾞ ｺｳ                 桐蔭横浜大      大学（2）43 48203

橋本　佳樹            ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ                愛知学院大      大学（4）44 49001

鈴木　達大            ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ               中京大          大学（2）45 49002

和田　有真            ﾜﾀﾞ ﾕｳﾏ                 中京大          大学（3）46 49002

川本　武史            ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ                中京大          大学（4）47 49002

鈴木　裕貴            ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ                岐阜大          大学（4）48 49010

岡田　奎一            ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁ               福井工業大      大学（3）49 49021

水沼　尚輝            ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ               新潟医福大      大学（2）50 49032
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近藤　治樹            ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ               新潟医福大      大学（3）51 49032

徳本　　隼            ﾄｸﾓﾄ ｼｭﾝ                新潟医福大      大学（1）52 49032

吉田　賢司            ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ               東海学園大      大学（4）53 49046

川村　直也            ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾔ                大阪体育大学    大学（4）54 50001

藤原　寛人            ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ               大阪体育大学    大学（3）55 50001

橘　　知毅            ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｷ               関西学院大学    大学（3）56 50006

山本　知志            ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ                関西学院大学    大学（4）57 50006

清水　一輝            ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ               甲南大学        大学（4）58 50008

寛嶋　尚二            ｶﾝｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ             近畿大学        大学（1）59 50010

幸島　健人            ｺｳｼﾏ ｹﾝﾄ                近畿大学        大学（2）60 50010

礒　　　翼            ｲｿ ﾂﾊﾞｻ                 近畿大学        大学（2）61 50010

澁谷　亮磨            ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘｮｳﾏ              同志社大学      大学（4）62 50021

佐々木二千翔          ｻｻｷ ﾆﾁｶ                 同志社大学      大学（4）63 50021

平元　大智            ﾋﾗﾓﾄ ﾀｲﾁ                天理大学        大学（1）64 50022

川脇樹希也            ｶﾜﾜｷ ｼﾞｭｷﾔ              天理大学        大学（4）65 50022

佐藤　雄也            ｻﾄｳ ﾕｳﾔ                 天理大学        大学（1）66 50022

西垣　喬弘            ﾆｼｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ              立命館大学      大学（3）67 50030

藤政　　魁            ﾌｼﾞﾏｻ ｶｲ                立命館大学      大学（3）68 50030

吉田亘太郎            ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ              大阪国際大学    大学（1）69 50043

樋口　淳哉            ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ              岡山大学        大学（1）70 51007

今本隆之介            ｲﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ             岡山大学        大学（3）71 51007

吉村　健太            ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ                岡山大学        大学（3）72 51007

近藤　直大            ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾋﾛ              広島大学        大学（3）73 51009

亀田　翔矢            ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳﾔ               阿南高専        大学（1）74 51075

内山　和昭            ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ              長崎大          大学（3）75 52007

長澤　貴彦            ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶﾋｺ              北海道大        大学（3）76 53071
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伊藤　瑞輝            ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ                法政大          大学（3）1 48002

馬場　航平            ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾍｲ               法政大          大学（2）2 48002

林　　孝晟            ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ                法政大          大学（2）3 48002

熊谷　和哉            ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ              中央大          大学（2）4 48003

深澤　康平            ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ              中央大          大学（3）5 48003

只野　佑樹            ﾀﾀﾞﾉ ﾕｳｷ                日本体育大      大学（3）6 48007

井田　悠斗            ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ                 日本体育大      大学（1）7 48007

寺田　拓未            ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ                日本体育大      大学（1）8 48007

三枝　寛治            ｻｴｸﾞｻ ｶﾝｼﾞ              学習院大        大学（1）9 48016

井坂　有佑            ｲｻｶ ﾕｳｽｹ                慶應義塾大      大学（4）10 48023

小畠　涼太            ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｮｳﾀ              国士舘大        大学（4）11 48026

五十嵐　涼            ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ               国士舘大        大学（3）12 48026

越塚　友昭            ｺｼﾂﾞｶ ﾄﾓｱｷ              国士舘大        大学（3）13 48026

加藤　理暉            ｶﾄｳ ﾘｷ                  拓殖大          大学（1）14 48030

平井　健太            ﾋﾗｲ ｹﾝﾀ                 明治大          大学（4）15 48037

矢島　優也            ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ                明治大          大学（2）16 48037

田口　雅司            ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｼ                明治大          大学（2）17 48037

渡会　　舜            ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ                筑波大          大学（3）18 48040

猪狩　雄哉            ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ                筑波大          大学（1）19 48040

中園　優作            ﾅｶｿﾞﾉ ﾕｳｻｸ              筑波大          大学（1）20 48040

片山　瑞貴            ｶﾀﾔﾏ ﾐｽﾞｷ               青山学院大      大学（2）21 48041

水戸　一成            ﾐﾄ ｲｯｾｲ                 専修大          大学（3）22 48045

周　　賢史            ｼｭｳ ｹﾝｼ                 専修大          大学（4）23 48045

阿部　真吾            ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ                専修大          大学（4）24 48045

萩原　康平            ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｳﾍｲ              神奈川大        大学（1）25 48049

古瀬　暢将            ﾌﾙｾ ﾉﾓ                  神奈川大        大学（2）26 48049

三好　悠介            ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ                東洋大          大学（3）27 48052

牧田　卓也            ﾏｷﾀ ﾀｸﾔ                 東洋大          大学（4）28 48052

森時　啓司            ﾓﾘﾄｷ ｹｲｼ                東洋大          大学（2）29 48052

坂井　聖人            ｻｶｲ ﾏｻﾄ                 早稲田大        大学（3）30 48056

浮島　直登            ｳｷｼﾏ ﾅｵﾄ                日本大          大学（3）31 48057

酒巻　龍志            ｻｶﾏｷ ﾘｭｳｼﾞ              日本大          大学（1）32 48057

小森　悠斗            ｺﾓﾘ ﾕｳﾄ                 日本大          大学（4）33 48057

帯川　大輔            ｵﾋﾞｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ             東海大          大学（1）34 48059

森野　　喬            ﾓﾘﾉ ﾀｶｼ                 東海大          大学（2）35 48059

林　　拓実            ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ                 東海大          大学（3）36 48059

森田　敏広            ﾓﾘﾀ ﾄｼﾋﾛ                順天堂大        大学（4）37 48075

根岸　涼介            ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳｽｹ              群馬大          大学（5）38 48081

近藤　克哉            ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ               山梨学院大      大学（3）39 48132

堀池　一玖            ﾎﾘｲｹ ｲｯｷｭｳ              山梨学院大      大学（3）40 48132

十河　大樹            ｿｶﾞﾜ ﾀｲｷ                山梨学院大      大学（1）41 48132

吉田　　考            ﾖｼﾀﾞ ｺｳ                 桐蔭横浜大      大学（2）42 48203

阿部　峻也            ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾔ                桐蔭横浜大      大学（1）43 48203

猪狩　　好            ｲｶﾞﾘ ﾖｼﾐ                桐蔭横浜大      大学（3）44 48203

松下　侑平            ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾍｲ               中京大          大学（2）45 49002

安井　大樹            ﾔｽｲ ﾀﾞｲｷ                中京大          大学（1）46 49002

鈴木　達大            ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ               中京大          大学（2）47 49002

関谷　　岳            ｾｷﾔ ｶﾞｸ                 新潟大          大学（2）48 49028

仲岡　唯斗            ﾅｶｵｶ ﾕｲﾄ                新潟医福大      大学（3）49 49032

徳本　　隼            ﾄｸﾓﾄ ｼｭﾝ                新潟医福大      大学（1）50 49032
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多賀　孝輝            ﾀｶﾞ ｺｳｷ                 新潟医福大      大学（3）51 49032

杉山　伊吹            ｽｷﾞﾔﾏ ｲﾌﾞｷ              東海学園大      大学（2）52 49046

福山　　傑            ﾌｸﾔﾏ ｽｸﾞﾙ               大阪体育大学    大学（1）53 50001

吉川　貴輝            ｷｯｶﾜ ﾀｶｷ                大阪教育大学    大学（4）54 50002

甲谷　直希            ｺｳﾀﾆ ﾅｵｷ                関西学院大学    大学（2）55 50006

岡村　　翼            ｵｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ               関西学院大学    大学（2）56 50006

鵜飼夏也人            ｳｶｲ ｶﾔﾄ                 関西学院大学    大学（3）57 50006

清水　一輝            ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ               甲南大学        大学（4）58 50008

礒　　　翼            ｲｿ ﾂﾊﾞｻ                 近畿大学        大学（2）59 50010

寛嶋　尚二            ｶﾝｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ             近畿大学        大学（1）60 50010

兒玉　昇久            ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋｻ               近畿大学        大学（1）61 50010

井手　善信            ｲﾃﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ               同志社大学      大学（4）62 50021

佐々木二千翔          ｻｻｷ ﾆﾁｶ                 同志社大学      大学（4）63 50021

辻　　啓太            ﾂｼﾞ ｹｲﾀ                 同志社大学      大学（2）64 50021

坂本　　昴            ｻｶﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ               天理大学        大学（1）65 50022

公門　和輝            ｸﾓﾝ ｶｽﾞｷ                天理大学        大学（4）66 50022

上野　隆登            ｳｴﾉ ﾘｭｳﾄ                天理大学        大学（2）67 50022

西垣　喬弘            ﾆｼｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ              立命館大学      大学（3）68 50030

吉田亘太郎            ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ              大阪国際大学    大学（1）69 50043

今本隆之介            ｲﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ             岡山大学        大学（3）70 51007

樋口　淳哉            ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ              岡山大学        大学（1）71 51007

花田　大地            ﾊﾅﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ               岡山大学        大学（1）72 51007

藤川　尚輝            ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵｷ               福岡大          大学（1）73 52001

野﨑　　充            ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ                鹿屋体育大      大学（1）74 52033

栗原　涼太            ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳﾀ               東北学院大      大学（1）75 53065

遠藤　拓哉            ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ               東北学院大      大学（3）76 53065
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長井　琢磨            ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ                法政大          大学（4）1 48002

林　　寛人            ﾊﾔｼ ｶﾝﾄ                 法政大          大学（2）2 48002

常深　皓貴            ﾂﾈﾌｶ ｺｳｷ                法政大          大学（2）3 48002

宇都宮壱基            ｳﾂﾉﾐﾔ ｶｽﾞｷ              中央大          大学（3）4 48003

手塚　祐樹            ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｷ                中央大          大学（4）5 48003

岡本　卓也            ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ                中央大          大学（1）6 48003

平瀬　　諒            ﾋﾗｾ ﾏｺﾄ                 日本体育大      大学（1）7 48007

伊藤　海輝            ｲﾄｳ ｶｲｷ                 日本体育大      大学（1）8 48007

田村　光洋            ﾀﾑﾗ ｺｳﾖｳ                日本体育大      大学（4）9 48007

政本　郁海            ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ                東京大          大学（2）10 48025

安部翔一郎            ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ             国士舘大        大学（1）11 48026

大村　航汰            ｵｵﾑﾗ ｺｳﾀ                国士舘大        大学（4）12 48026

二宮　大地            ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ               国士舘大        大学（4）13 48026

黒田　景太            ｸﾛﾀﾞ ｹｲﾀ                拓殖大          大学（3）14 48030

中島颯太郎            ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀﾛｳ             拓殖大          大学（1）15 48030

山本　泰誠            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ               拓殖大          大学（4）16 48030

伊藤　大智            ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ                立教大          大学（1）17 48031

桐原　勇樹            ｷﾘﾊﾗ ﾕｳｷ                立教大          大学（4）18 48031

髙山　　凱            ﾀｶﾔﾏ ｶﾞｲ                立教大          大学（1）19 48031

川上　真生            ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ                明治大          大学（3）20 48037

市川　　尊            ｲﾁｶﾜ ﾐｺﾄ                明治大          大学（3）21 48037

平岩　賢人            ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ                明治大          大学（2）22 48037

山田　泰也            ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ                筑波大          大学（2）23 48040

瀬戸　吟次            ｾﾄ ｷﾞﾝｼﾞ                筑波大          大学（4）24 48040

中村　大海            ﾅｶﾑﾗ ｳﾐ                 青山学院大      大学（1）25 48041

桑原　颯大            ｸﾜﾊﾗ ｿｳﾀ                専修大          大学（2）26 48045

野中　　徹            ﾉﾅｶ ﾄｵﾙ                 専修大          大学（3）27 48045

阿部　真吾            ｱﾍﾞ ｼﾝｺﾞ                専修大          大学（4）28 48045

西川　直樹            ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ                東京理科大      大学（2）29 48046

束原もあな            ﾂｶﾊﾗ ﾓｱﾅ                神奈川大        大学（1）30 48049

松田　健志            ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ               東洋大          大学（2）31 48052

萩野　公介            ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ               東洋大          大学（4）32 48052

若林　健太            ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ              東洋大          大学（1）33 48052

瀬戸　大也            ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ                 早稲田大        大学（4）34 48056

藤本　　凌            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ               日本大          大学（3）35 48057

吉田　　晃            ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ                日本大          大学（4）36 48057

窪地　洸介            ｸﾎﾞﾁ ｺｳｽｹ               日本大          大学（3）37 48057

西條　　淳            ｻｲｼﾞｮｳ ｱﾂｼ              東海大          大学（4）38 48059

常盤　竜矢            ﾄｷﾜ ﾘｭｳﾔ                東海大          大学（2）39 48059

鮫島　悠輔            ｻﾒｼﾏ ﾕｳｽｹ               東海大          大学（1）40 48059

石川　裕貴            ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ                順天堂大        大学（4）41 48075

須藤　優太            ｽﾄﾞｳ ﾕｳﾀ                大東文化大      大学（2）42 48108

福山　渓介            ﾌｸﾔﾏ ｹｲｽｹ               帝京大          大学（2）43 48120

西山　雄介            ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ               山梨学院大      大学（2）44 48132

大野　純弥            ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝﾔ               山梨学院大      大学（4）45 48132

林　　祐矢            ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ                 山梨学院大      大学（3）46 48132

加藤　　樹            ｶﾄｳ ｲﾂｷ                 桐蔭横浜大      大学（1）47 48203

柳澤　駿成            ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾅﾘ             桐蔭横浜大      大学（1）48 48203

山本　貴庸            ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ               桐蔭横浜大      大学（3）49 48203

渡辺　巧樹            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ               中京大          大学（4）50 49002
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鈴木　海里            ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ                中京大          大学（3）51 49002

伊藤　快仁            ｲﾄｳ ｶｲﾄ                 中京大          大学（2）52 49002

紀太　直哉            ｷﾀ ﾅｵﾔ                  南山大          大学（1）53 49004

水野　誠豪            ﾐｽﾞﾉ ｾｲｺﾞｳ              南山大          大学（1）54 49004

安井　康平            ﾔｽｲ ｺｳﾍｲ                金沢大          大学（2）55 49015

菊地　健太            ｷｸﾁ ｹﾝﾀ                 新潟医福大      大学（2）56 49032

石井　貴章            ｲｼｲ ﾀｶｱｷ                新潟医福大      大学（1）57 49032

尾東　太樹            ﾋﾞﾄｳ ﾀｲｷ                新潟医福大      大学（4）58 49032

堀　　光佑            ﾎﾘ ｺｳｽｹ                 岐聖大          大学（3）59 49035

川庄　　輝            ｶﾜｼｮｳ ﾋｶﾙ               岐聖大          大学（1）60 49035

富田　　改            ﾄﾐﾀ ｶｲ                  東海学園大      大学（2）61 49046

後藤　泰地            ｺﾞﾄｳ ﾀｲﾁ                東海学園大      大学（3）62 49046

西﨑丈太郎            ﾆｼｻﾞｷ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ           大阪体育大学    大学（1）63 50001

越後　智行            ｴﾁｺﾞ ﾄﾓﾕｷ               大阪体育大学    大学（1）64 50001

榊原　侑馬            ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳﾏ              大阪体育大学    大学（2）65 50001

廣里　英幹            ﾋﾛｻﾄ ﾋﾃﾞｷ               大阪教育大学    大学（3）66 50002

藤井　脩道            ﾌｼﾞｲ ｼｭｳﾄﾞｳ             大阪大学        大学（4）67 50003

寺田　弘剛            ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ               関西学院大学    大学（1）68 50006

服部　季輝            ﾊｯﾄﾘ ﾄｼｷ                関西学院大学    大学（3）69 50006

石富　　凌            ｲｼﾄﾐ ﾘｮｳ                近畿大学        大学（3）70 50010

兒玉　昇久            ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋｻ               近畿大学        大学（1）71 50010

森山　詩稀            ﾓﾘﾔﾏ ｼｷ                 近畿大学        大学（1）72 50010

久保田龍一            ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ              桃山学院大学    大学（2）73 50014

坂本　協平            ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ              同志社大学      大学（2）74 50021

尾崎　友樹            ｵｻﾞｷ ﾕｳｷ                同志社大学      大学（1）75 50021

佐藤　正都            ｻﾄｳ ﾏｻﾄ                 同志社大学      大学（1）76 50021

坂本　　昴            ｻｶﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ               天理大学        大学（1）77 50022

堤　　悠也            ﾂﾂﾐ ﾕｳﾔ                 立命館大学      大学（4）78 50030

辻子　祐希            ﾂｼﾞｺ ﾕｳｷ                大阪経済大学    大学（4）79 50059

中矢　晃平            ﾅｶﾔ ｺｳﾍｲ                広島修道大学    大学（2）80 51001

田中皐太郎            ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ               島根大学        大学（1）81 51004

大坪　弘基            ｵｵﾂﾎﾞ ｺｳｷ               岡山大学        大学（3）82 51007

松尾　　賢            ﾏﾂｵ ｻﾄｼ                 岡山大学        大学（4）83 51007

安芸　祐作            ｱｷ ﾕｳｻｸ                 広島大学        大学（2）84 51009

砂田　一虎            ｽﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾄﾗ              大島商船高専    大学（2）85 51079

稲垣　　茂            ｲﾅｶﾞｷ ｼｹﾞﾙ              福岡大          大学（2）86 52001

金川　悠太            ｶﾈｶﾞﾜ ﾕｳﾀ               福岡大          大学（1）87 52001

宮本　彬生            ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｵ                福岡教育大      大学（1）88 52002

内山　和昭            ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ              長崎大          大学（3）89 52007

田崎　竜成            ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ               鹿屋体育大      大学（1）90 52033

鳥生丈一朗            ﾄﾘｭｳ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ           九州共立大      大学（2）91 52055

菅野　真杜            ｶﾝﾉ ﾏｻﾄ                 東北学院大      大学（3）92 53065
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緒方　　魁            ｵｶﾞﾀ ｶｲ                 法政大          大学（3）1 48002

常深　皓貴            ﾂﾈﾌｶ ｺｳｷ                法政大          大学（2）2 48002

林　　寛人            ﾊﾔｼ ｶﾝﾄ                 法政大          大学（2）3 48002

手塚　祐樹            ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｷ                中央大          大学（4）4 48003

宇都宮壱基            ｳﾂﾉﾐﾔ ｶｽﾞｷ              中央大          大学（3）5 48003

岡本　卓也            ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ                中央大          大学（1）6 48003

天田　雄大            ｱﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ              日本体育大      大学（1）7 48007

田村　光洋            ﾀﾑﾗ ｺｳﾖｳ                日本体育大      大学（4）8 48007

伊藤　海輝            ｲﾄｳ ｶｲｷ                 日本体育大      大学（1）9 48007

大村　航汰            ｵｵﾑﾗ ｺｳﾀ                国士舘大        大学（4）10 48026

宮澤　歩夢            ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾑ               国士舘大        大学（1）11 48026

佐藤　祐大            ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ               国士舘大        大学（1）12 48026

中島颯太郎            ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀﾛｳ             拓殖大          大学（1）13 48030

伊藤　大智            ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ                立教大          大学（1）14 48031

平岩　賢人            ﾋﾗｲﾜ ｹﾝﾄ                明治大          大学（2）15 48037

千代　真道            ﾁｼﾛ ﾏｻﾐﾁ                明治大          大学（1）16 48037

川上　真生            ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ                明治大          大学（3）17 48037

瀬戸　吟次            ｾﾄ ｷﾞﾝｼﾞ                筑波大          大学（4）18 48040

山田　泰也            ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ                筑波大          大学（2）19 48040

中村　大海            ﾅｶﾑﾗ ｳﾐ                 青山学院大      大学（1）20 48041

束原もあな            ﾂｶﾊﾗ ﾓｱﾅ                神奈川大        大学（1）21 48049

萩野　公介            ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ               東洋大          大学（4）22 48052

森時　啓司            ﾓﾘﾄｷ ｹｲｼ                東洋大          大学（2）23 48052

松田　健志            ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ               東洋大          大学（2）24 48052

瀬戸　大也            ｾﾄ ﾀﾞｲﾔ                 早稲田大        大学（4）25 48056

藤本　　凌            ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ               日本大          大学（3）26 48057

髙栁　祐太            ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ              日本大          大学（1）27 48057

吉田　　晃            ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ                日本大          大学（4）28 48057

塩谷　　翼            ｴﾝﾔ ﾂﾊﾞｻ                東海大          大学（1）29 48059

鮫島　悠輔            ｻﾒｼﾏ ﾕｳｽｹ               東海大          大学（1）30 48059

西條　　淳            ｻｲｼﾞｮｳ ｱﾂｼ              東海大          大学（4）31 48059

石川　裕貴            ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ                順天堂大        大学（4）32 48075

西山　雄介            ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ               山梨学院大      大学（2）33 48132

近藤　克哉            ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ               山梨学院大      大学（3）34 48132

邑田　裕斗            ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ                 山梨学院大      大学（2）35 48132

宮森　将輝            ﾐﾔﾓﾘ ﾏｻｷ                桐蔭横浜大      大学（3）36 48203

加藤　　樹            ｶﾄｳ ｲﾂｷ                 桐蔭横浜大      大学（1）37 48203

中島　武海            ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾐ               中京大          大学（4）38 49002

伊藤　快仁            ｲﾄｳ ｶｲﾄ                 中京大          大学（2）39 49002

村上　欣義            ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾘ               中京大          大学（3）40 49002

岩本　力也            ｲﾜﾓﾄ ﾘｷﾔ                愛知教育大      大学（3）41 49014

浅野　郁規            ｱｻﾉ ｲｸﾐ                 新潟医福大      大学（3）42 49032

桑山　　健            ｸﾜﾔﾏ ｹﾝ                 新潟医福大      大学（3）43 49032

岡崎　洸大            ｵｶｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ             新潟医福大      大学（4）44 49032

川庄　　輝            ｶﾜｼｮｳ ﾋｶﾙ               岐聖大          大学（1）45 49035

富田　　改            ﾄﾐﾀ ｶｲ                  東海学園大      大学（2）46 49046

大久保拓実            ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾐ               大阪体育大学    大学（4）47 50001

越後　智行            ｴﾁｺﾞ ﾄﾓﾕｷ               大阪体育大学    大学（1）48 50001

西﨑丈太郎            ﾆｼｻﾞｷ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ           大阪体育大学    大学（1）49 50001

廣里　英幹            ﾋﾛｻﾄ ﾋﾃﾞｷ               大阪教育大学    大学（3）50 50002

25/50 ページ2016年8月12日 11:47:30



男子  400m 個人メドレー
氏名: カナ: 所属: 学校:人数:

第92回日本学生選手権水泳競技大会

服部　季輝            ﾊｯﾄﾘ ﾄｼｷ                関西学院大学    大学（3）51 50006

鵜飼夏也人            ｳｶｲ ｶﾔﾄ                 関西学院大学    大学（3）52 50006

本間　　亘            ﾎﾝﾏ ﾜﾀﾙ                 近畿大学        大学（4）53 50010

石富　　凌            ｲｼﾄﾐ ﾘｮｳ                近畿大学        大学（3）54 50010

森山　詩稀            ﾓﾘﾔﾏ ｼｷ                 近畿大学        大学（1）55 50010

久保田龍一            ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ              桃山学院大学    大学（2）56 50014

尾崎　友樹            ｵｻﾞｷ ﾕｳｷ                同志社大学      大学（1）57 50021

佐藤　正都            ｻﾄｳ ﾏｻﾄ                 同志社大学      大学（1）58 50021

坂本　協平            ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ              同志社大学      大学（2）59 50021

堤　　悠也            ﾂﾂﾐ ﾕｳﾔ                 立命館大学      大学（4）60 50030

勇内　塁揮            ﾕｳﾁ ﾙｲｷ                 びわこ成蹊大    大学（2）61 50093

行徳　健汰            ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ              岡山大学        大学（3）62 51007

金川　悠太            ｶﾈｶﾞﾜ ﾕｳﾀ               福岡大          大学（1）63 52001

稲垣　　茂            ｲﾅｶﾞｷ ｼｹﾞﾙ              福岡大          大学（2）64 52001

田崎　竜成            ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ               鹿屋体育大      大学（1）65 52033

野﨑　　充            ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ                鹿屋体育大      大学（1）66 52033

菅野　真杜            ｶﾝﾉ ﾏｻﾄ                 東北学院大      大学（3）67 53065
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野口寿々子            ﾉｸﾞﾁ ｽｽﾞｺ               東京学芸大      大学（1）1 48001

髙濱美咲希            ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ                東京学芸大      大学（1）2 48001

小林　江舞            ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ                法政大          大学（4）3 48002

髙島　美桜            ﾀｶｼﾏ ﾐｵ                 法政大          大学（1）4 48002

西尾奈那子            ﾆｼｵ ﾅﾅｺ                 法政大          大学（3）5 48002

篠原　英恵            ｼﾉﾊﾗ ﾊﾅｴ                日本体育大      大学（1）6 48007

植野　爽音            ｳｴﾉ ｻﾔﾈ                 日本体育大      大学（1）7 48007

山本瑠美子            ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾐｺ                日本体育大      大学（4）8 48007

成川　陽子            ﾅﾘｶﾜ ﾖｳｺ                日女体大        大学（4）9 48011

濱塚　杏珠            ﾊﾏﾂﾞｶ ｱﾝｼﾞｭ             日女体大        大学（2）10 48011

日野　文菜            ﾋﾉ ｱﾔﾅ                  日女体大        大学（2）11 48011

細井　京香            ﾎｿｲ ｷｮｳｶ                上智大          大学（2）12 48013

山本　紗史            ﾔﾏﾓﾄ ｻｱﾔ                上智大          大学（2）13 48013

村上　理沙            ﾑﾗｶﾐ ﾘｻ                 慶應義塾大      大学（3）14 48023

髙橋　渚沙            ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞｻ               東京女子体大    大学（2）15 48024

櫻田　七海            ｻｸﾗﾀﾞ ﾅﾅﾐ               国士舘大        大学（2）16 48026

吉川　　萌            ﾖｼｶﾜ ﾓﾕ                 国士舘大        大学（1）17 48026

伊賀崎ひかる          ｲｶﾞｻｷ ﾋｶﾙ               国士舘大        大学（1）18 48026

小野寺優実            ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾐ                拓殖大          大学（2）19 48030

武山　　茜            ﾀｹﾔﾏ ｱｶﾈ                拓殖大          大学（3）20 48030

朝長千恵子            ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ               拓殖大          大学（1）21 48030

細田　梨乃            ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ                 明治大          大学（3）22 48037

平山友貴奈            ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ                筑波大          大学（3）23 48040

市川　夏波            ｲﾁｶﾜ ｶﾅﾐ                筑波大          大学（4）24 48040

岡野　圭穂            ｵｶﾉ ｶﾎ                  筑波大          大学（2）25 48040

林　　香波            ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ                 青山学院大      大学（1）26 48041

川路　遥香            ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ                青山学院大      大学（1）27 48041

木澤理寿夢            ｷｻﾞﾜ ﾘｽﾞﾑ               専修大          大学（1）28 48045

中田　愛海            ﾅｶﾀﾞ ｱﾐ                 東京理科大      大学（2）29 48046

藤津加奈子            ﾌｼﾞﾂ ｶﾅｺ                神奈川大        大学（2）30 48049

佐久間　彩            ｻｸﾏ ｱﾔ                  神奈川大        大学（1）31 48049

内田　美希            ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ                 東洋大          大学（4）32 48052

岩本　愛結            ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ                 東洋大          大学（2）33 48052

遠山ひかり            ﾄｵﾔﾏ ﾋｶﾘ                東洋大          大学（1）34 48052

勝山　晴海            ｶﾂﾔﾏ ﾊﾙﾐ                早稲田大        大学（4）35 48056

山根　優衣            ﾔﾏﾈ ﾕｲ                  日本大          大学（4）36 48057

國光　真生            ｸﾆﾐﾂ ﾏｵ                 千葉大          大学（4）37 48058

秋田　美優            ｱｷﾀ ﾐﾕ                  東海大          大学（1）38 48059

佐藤　佳奈            ｻﾄｳ ｶﾅ                  順天堂大        大学（2）39 48075

大塚　舞衣            ｵｵﾂｶ ﾏｲ                 帝京大          大学（3）40 48120

生田　真結            ｲｸﾀ ﾏﾕ                  山梨学院大      大学（3）41 48132

眞野恵里奈            ﾏﾉ ｴﾘﾅ                  桐蔭横浜大      大学（3）42 48203

立住　由夏            ﾀﾃｽﾞﾐ ﾕｶ                愛知学院大      大学（2）43 49001

相馬　あい            ｿｳﾏ ｱｲ                  中京大          大学（1）44 49002

森　万柚子            ﾓﾘ ﾏﾕｺ                  中京大          大学（4）45 49002

西早　　櫻            ﾆｼﾊﾔ ｻｸﾗ                中京大          大学（4）46 49002

松波　歩実            ﾏﾂﾅﾐ ｱﾕﾐ                愛知教育大      大学（4）47 49014

早川　由香            ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ                 愛知教育大      大学（4）48 49014

佐藤　　綾            ｻﾄｳ ｱﾔ                  新潟医福大      大学（4）49 49032

橋本実沙紀            ﾊｼﾓﾄ ﾐｻｷ                新潟医福大      大学（4）50 49032
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市川　由樹            ｲﾁｶﾜ ﾕｷ                 東海学園大      大学（3）51 49046

上岡　杏奈            ｳｴｵｶ ｱﾝﾅ                東海学園大      大学（4）52 49046

松林　美玖            ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾐｸ               東海学園大      大学（3）53 49046

藤田紗矢香            ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ                大阪体育大学    大学（2）54 50001

丹下　明希            ﾀﾝｹﾞ ｱｷ                 大阪体育大学    大学（1）55 50001

山本　映実            ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ                大阪教育大学    大学（3）56 50002

杉田　まり            ｽｷﾞﾀ ﾏﾘ                 武庫川女子大    大学（4）57 50007

中山　尚美            ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ                神戸大学        大学（2）58 50009

筒井　真彩            ﾂﾂｲ ﾏｱﾔ                 近畿大学        大学（2）59 50010

牛塚　瑞紀            ｳｼﾂｶ ﾐｽﾞｷ               近畿大学        大学（1）60 50010

永井　栞歩            ﾅｶﾞｲ ｶﾎ                 同志社大学      大学（4）61 50021

笹沼　美徳            ｻｻﾇﾏ ﾐﾉﾘ                天理大学        大学（4）62 50022

轟　明日香            ﾄﾄﾞﾛｷ ｱｽｶ               天理大学        大学（1）63 50022

古池　未奈            ｺｲｹ ﾐﾅ                  天理大学        大学（2）64 50022

松岡　弥玖            ﾏﾂｵｶ ﾐｸ                 関西大学        大学（1）65 50023

杉田　恵美            ｽｷﾞﾀ ｴﾐ                 関西大学        大学（3）66 50023

松本菜摘美            ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ                立命館大学      大学（4）67 50030

荒　美彩子            ｱﾗ ﾐｻｺ                  立命館大学      大学（1）68 50030

天野祐梨菜            ｱﾏﾉ ﾕﾘﾅ                 大阪国際大学    大学（4）69 50043

天野　夏海            ｱﾏﾉ ﾅﾂﾐ                 大阪国際大学    大学（1）70 50043

原田　麻世            ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾖ                 大阪国際大学    大学（1）71 50043

吉年　美咲            ﾖｼﾄｼ ﾐｻｷ                大阪経済大学    大学（2）72 50059

福田　　瞳            ﾌｸﾀﾞ ﾋﾄﾐ                神戸市立高専    大学（1）73 50090

岡崎　　渚            ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ              びわこ成蹊大    大学（2）74 50093

則正茉奈果            ﾉﾘﾏｻ ﾏﾅｶ                岡山大学        大学（4）75 51007

井上　奈苗            ｲﾉｳｴ ﾅﾅｴ                福岡大          大学（2）76 52001

菅　晴瑠奈            ｽｶﾞ ﾊﾙﾅ                 鹿屋体育大      大学（3）77 52033

竹林　愛花            ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ              鹿屋体育大      大学（3）78 52033
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青木　智美            ｱｵｷ ﾄﾓﾐ                 法政大          大学（4）1 48002

西尾奈那子            ﾆｼｵ ﾅﾅｺ                 法政大          大学（3）2 48002

小松　桃子            ｺﾏﾂ ﾓﾓｺ                 法政大          大学（3）3 48002

瀧口　真帆            ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾎ                中央大          大学（4）4 48003

篠原　英恵            ｼﾉﾊﾗ ﾊﾅｴ                日本体育大      大学（1）5 48007

植野　爽音            ｳｴﾉ ｻﾔﾈ                 日本体育大      大学（1）6 48007

山本瑠美子            ﾔﾏﾓﾄ ﾙﾐｺ                日本体育大      大学（4）7 48007

浅野可奈美            ｱｻﾉ ｶﾅﾐ                 日女体大        大学（4）8 48011

清水　美沙            ｼﾐｽﾞ ﾐｻ                 日女体大        大学（1）9 48011

濱塚　杏珠            ﾊﾏﾂﾞｶ ｱﾝｼﾞｭ             日女体大        大学（2）10 48011

吉川　　萌            ﾖｼｶﾜ ﾓﾕ                 国士舘大        大学（1）11 48026

伊賀崎ひかる          ｲｶﾞｻｷ ﾋｶﾙ               国士舘大        大学（1）12 48026

武山　　茜            ﾀｹﾔﾏ ｱｶﾈ                拓殖大          大学（3）13 48030

朝長千恵子            ﾄﾓﾅｶﾞ ﾁｴｺ               拓殖大          大学（1）14 48030

片岡　采子            ｶﾀｵｶ ｱﾔｺ                立教大          大学（4）15 48031

石森　瑞奈            ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ               立教大          大学（1）16 48031

藤井ひかり            ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ                明治大          大学（4）17 48037

岸本　梨沙            ｷｼﾓﾄ ﾘｻ                 筑波大          大学（1）18 48040

大西　綾香            ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ                筑波大          大学（3）19 48040

岡野　圭穂            ｵｶﾉ ｶﾎ                  筑波大          大学（2）20 48040

林　　香波            ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ                 青山学院大      大学（1）21 48041

川路　遥香            ｶﾜｼﾞ ﾊﾙｶ                青山学院大      大学（1）22 48041

野崎　美優            ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ                 青山学院大      大学（3）23 48041

鈴木　　凜            ｽｽﾞｷ ﾘﾝ                 専修大          大学（4）24 48045

木澤理寿夢            ｷｻﾞﾜ ﾘｽﾞﾑ               専修大          大学（1）25 48045

佐藤帆乃佳            ｻﾄｳ ﾎﾉｶ                 専修大          大学（2）26 48045

棚辺　　南            ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ                神奈川大        大学（1）27 48049

佐久間　彩            ｻｸﾏ ｱﾔ                  神奈川大        大学（1）28 48049

遠山ひかり            ﾄｵﾔﾏ ﾋｶﾘ                東洋大          大学（1）29 48052

内田　美希            ｳﾁﾀﾞ ﾐｷ                 東洋大          大学（4）30 48052

宮本　靖子            ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｺ                東洋大          大学（4）31 48052

山根　優衣            ﾔﾏﾈ ﾕｲ                  日本大          大学（4）32 48057

秋田　美優            ｱｷﾀ ﾐﾕ                  東海大          大学（1）33 48059

井上　真綾            ｲﾉｳｴ ﾏｱﾔ                東海大          大学（4）34 48059

佐藤　佳奈            ｻﾄｳ ｶﾅ                  順天堂大        大学（2）35 48075

青木舞利奈            ｱｵｷ ﾏﾘﾅ                 山梨学院大      大学（1）36 48132

渋井　柚実            ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ               山梨学院大      大学（2）37 48132

生田　真結            ｲｸﾀ ﾏﾕ                  山梨学院大      大学（3）38 48132

眞野恵里奈            ﾏﾉ ｴﾘﾅ                  桐蔭横浜大      大学（3）39 48203

古知屋美汐            ｺﾁﾔ ﾐｼｵ                 桐蔭横浜大      大学（2）40 48203

西津　亜紀            ﾆｼﾂﾞ ｱｷ                 中京大          大学（1）41 49002

相馬　あい            ｿｳﾏ ｱｲ                  中京大          大学（1）42 49002

西早　　櫻            ﾆｼﾊﾔ ｻｸﾗ                中京大          大学（4）43 49002

佐藤　　綾            ｻﾄｳ ｱﾔ                  新潟医福大      大学（4）44 49032

寺山　真由            ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ                 新潟医福大      大学（1）45 49032

佐藤　有里            ｻﾄｳ ﾕﾘ                  新潟医福大      大学（3）46 49032

松林　美玖            ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾐｸ               東海学園大      大学（3）47 49046

市川　由樹            ｲﾁｶﾜ ﾕｷ                 東海学園大      大学（3）48 49046

上岡　杏奈            ｳｴｵｶ ｱﾝﾅ                東海学園大      大学（4）49 49046

菅原　　碧            ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ              大阪体育大学    大学（4）50 50001
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村川　優夏            ﾑﾗｶﾜ ﾕｶ                 大阪体育大学    大学（4）51 50001

宮地　杏奈            ﾐﾔﾁ ｱﾝﾅ                 大阪体育大学    大学（2）52 50001

山本　映実            ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ                大阪教育大学    大学（3）53 50002

濱田　　純            ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ               武庫川女子大    大学（4）54 50007

宗行　香居            ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ                武庫川女子大    大学（2）55 50007

牛塚　瑞紀            ｳｼﾂｶ ﾐｽﾞｷ               近畿大学        大学（1）56 50010

立花　沙奈            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾅ                近畿大学        大学（1）57 50010

國廣　紀子            ｸﾆﾋﾛ ｷｺ                 同志社大学      大学（4）58 50021

前田　知慧            ﾏｴﾀﾞ ﾁｴ                 天理大学        大学（4）59 50022

轟　明日香            ﾄﾄﾞﾛｷ ｱｽｶ               天理大学        大学（1）60 50022

高木　理加            ﾀｶｷﾞ ﾘｶ                 関西大学        大学（3）61 50023

松岡　弥玖            ﾏﾂｵｶ ﾐｸ                 関西大学        大学（1）62 50023

眞野　美佳            ﾏﾉ ﾐｶ                   関西大学        大学（2）63 50023

荒　美彩子            ｱﾗ ﾐｻｺ                  立命館大学      大学（1）64 50030

天野祐梨菜            ｱﾏﾉ ﾕﾘﾅ                 大阪国際大学    大学（4）65 50043

則正茉奈果            ﾉﾘﾏｻ ﾏﾅｶ                岡山大学        大学（4）66 51007

江郷　遥香            ｴｺﾞｳ ﾊﾙｶ                福岡大          大学（3）67 52001

石原　愛由            ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ                 鹿屋体育大      大学（2）68 52033

牟田　絢香            ﾑﾀ ｱﾔｶ                  鹿屋体育大      大学（3）69 52033

菅　晴瑠奈            ｽｶﾞ ﾊﾙﾅ                 鹿屋体育大      大学（3）70 52033

三浦　梅香            ﾐｳﾗ ｳﾒｶ                 東北学院大      大学（1）71 53065
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船木　菜々            ﾌﾅｷ ﾅﾅ                  東京学芸大      大学（2）1 48001

小松　桃子            ｺﾏﾂ ﾓﾓｺ                 法政大          大学（3）2 48002

長濱　瑠花            ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾘｶ               法政大          大学（1）3 48002

青木　智美            ｱｵｷ ﾄﾓﾐ                 法政大          大学（4）4 48002

瀧口　真帆            ﾀｷｸﾞﾁ ﾏﾎ                中央大          大学（4）5 48003

五十嵐千尋            ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ               日本体育大      大学（3）6 48007

三浦　鈴奈            ﾐｳﾗ ｽｽﾞﾅ                日本体育大      大学（3）7 48007

長谷川　鼓            ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ              日本体育大      大学（2）8 48007

木村　美咲            ｷﾑﾗ ﾐｻｷ                 日女体大        大学（4）9 48011

伊藤　美星            ｲﾄｳ ﾐﾎｼ                 日女体大        大学（2）10 48011

浅野可奈美            ｱｻﾉ ｶﾅﾐ                 日女体大        大学（4）11 48011

小松　えり            ｺﾏﾂ ｴﾘ                  慶應義塾大      大学（3）12 48023

齊藤　樹里            ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾘ               国士舘大        大学（1）13 48026

水野　真琴            ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ                国士舘大        大学（4）14 48026

片岡　采子            ｶﾀｵｶ ｱﾔｺ                立教大          大学（4）15 48031

石森　瑞奈            ｲｼﾓﾘ ﾐｽﾞﾅ               立教大          大学（1）16 48031

川端　　南            ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ               明治大          大学（1）17 48037

藤井ひかり            ﾌｼﾞｲ ﾋｶﾘ                明治大          大学（4）18 48037

大西　綾香            ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ                筑波大          大学（3）19 48040

山田　絢未            ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾐ                筑波大          大学（4）20 48040

岸本　梨沙            ｷｼﾓﾄ ﾘｻ                 筑波大          大学（1）21 48040

野崎　美優            ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ                 青山学院大      大学（3）22 48041

鈴木　　凜            ｽｽﾞｷ ﾘﾝ                 専修大          大学（4）23 48045

中島みなみ            ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ               専修大          大学（1）24 48045

棚辺　　南            ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ                神奈川大        大学（1）25 48049

上田ひかり            ｳｴﾀﾞ ﾋｶﾘ                神奈川大        大学（4）26 48049

濱中　　雪            ﾊﾏﾅｶ ｷﾖ                 神奈川大        大学（1）27 48049

清水　史華            ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｶ                東洋大          大学（1）28 48052

宮本　靖子            ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽｺ                東洋大          大学（4）29 48052

岩本　愛結            ｲﾜﾓﾄ ｱﾕ                 東洋大          大学（2）30 48052

伊藤　愛実            ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ                早稲田大        大学（2）31 48056

渡辺　涼葉            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ              日本大          大学（2）32 48057

井上　真綾            ｲﾉｳｴ ﾏｱﾔ                東海大          大学（4）33 48059

富井　千陽            ﾄﾐｲ ﾁﾊﾙ                 順天堂大        大学（3）34 48075

大久保侑央            ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾁｶ               順天堂大        大学（1）35 48075

渋井　柚実            ｼﾌﾞｲ ﾕｽﾞﾐ               山梨学院大      大学（2）36 48132

青木舞利奈            ｱｵｷ ﾏﾘﾅ                 山梨学院大      大学（1）37 48132

山田　麻矢            ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾔ                 山梨学院大      大学（1）38 48132

古知屋美汐            ｺﾁﾔ ﾐｼｵ                 桐蔭横浜大      大学（2）39 48203

西津　亜紀            ﾆｼﾂﾞ ｱｷ                 中京大          大学（1）40 49002

武本　雅代            ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾖ                中京大          大学（3）41 49002

三浦　梨花            ﾐｳﾗ ﾘｶ                  中京大          大学（4）42 49002

石川　舞花            ｲｼｶﾜ ﾏｲｶ                至学館大        大学（4）43 49007

田中　晶子            ﾀﾅｶ ｱｷｺ                 愛知教育大      大学（4）44 49014

小久保紗由佳          ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ                愛知教育大      大学（1）45 49014

堀江　優希            ﾎﾘｴ ﾕｷ                  新潟医福大      大学（3）46 49032

佐藤　有里            ｻﾄｳ ﾕﾘ                  新潟医福大      大学（3）47 49032

寺山　真由            ﾃﾗﾔﾏ ﾏﾕ                 新潟医福大      大学（1）48 49032

市川　瑛美            ｲﾁｶﾜ ｴﾐ                 東海学園大      大学（1）49 49046

村川　優夏            ﾑﾗｶﾜ ﾕｶ                 大阪体育大学    大学（4）50 50001
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宮地　杏奈            ﾐﾔﾁ ｱﾝﾅ                 大阪体育大学    大学（2）51 50001

菅原　　碧            ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ              大阪体育大学    大学（4）52 50001

徳永明香理            ﾄｸﾅｶﾞ ｱｶﾘ               大阪教育大学    大学（4）53 50002

宗行　香居            ﾑﾈﾕｷ ｶｵﾘ                武庫川女子大    大学（2）54 50007

久保田侑子            ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｺ                武庫川女子大    大学（4）55 50007

濱田　　純            ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ               武庫川女子大    大学（4）56 50007

松本恵理子            ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｺ                近畿大学        大学（2）57 50010

増田　　葵            ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ                近畿大学        大学（2）58 50010

立花　沙奈            ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾅ                近畿大学        大学（1）59 50010

國廣　紀子            ｸﾆﾋﾛ ｷｺ                 同志社大学      大学（4）60 50021

前田　知慧            ﾏｴﾀﾞ ﾁｴ                 天理大学        大学（4）61 50022

吉田　凪沙            ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ               天理大学        大学（2）62 50022

川崎　実鈴            ｶﾜｻｷ ﾐｽｽﾞ               天理大学        大学（1）63 50022

高木　理加            ﾀｶｷﾞ ﾘｶ                 関西大学        大学（3）64 50023

眞野　美佳            ﾏﾉ ﾐｶ                   関西大学        大学（2）65 50023

脇山　　遼            ﾜｷﾔﾏ ﾊﾙｶ                関西大学        大学（2）66 50023

松本菜摘美            ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ                立命館大学      大学（4）67 50030

吉年　美咲            ﾖｼﾄｼ ﾐｻｷ                大阪経済大学    大学（2）68 50059

岡崎　　渚            ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ              びわこ成蹊大    大学（2）69 50093

前田　彩花            ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ                岡山大学        大学（2）70 51007

江郷　遥香            ｴｺﾞｳ ﾊﾙｶ                福岡大          大学（3）71 52001

徳重　友里            ﾄｸｼｹﾞ ﾕﾘ                福岡大          大学（3）72 52001

大澤　純加            ｵｵｻﾜ ｱﾔｶ                福岡工業大      大学（3）73 52015

石原　愛由            ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ                 鹿屋体育大      大学（2）74 52033

牟田　絢香            ﾑﾀ ｱﾔｶ                  鹿屋体育大      大学（3）75 52033

鳥居　真世            ﾄﾘｲ ﾏﾖ                  鹿屋体育大      大学（1）76 52033

三浦　梅香            ﾐｳﾗ ｳﾒｶ                 東北学院大      大学（1）77 53065
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長濱　瑠花            ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾘｶ               法政大          大学（1）1 48002

五十嵐千尋            ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ               日本体育大      大学（3）2 48007

森山　幸美            ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ                日本体育大      大学（2）3 48007

長谷川　鼓            ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾂﾞﾐ              日本体育大      大学（2）4 48007

吉田　奈央            ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ                 日女体大        大学（2）5 48011

木村　美咲            ｷﾑﾗ ﾐｻｷ                 日女体大        大学（4）6 48011

内田　柚菜            ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾅ                日女体大        大学（4）7 48011

福島多佳子            ﾌｸｼﾏ ﾀｶｺ                慶應義塾大      大学（4）8 48023

今野　瑠菜            ｺﾝﾉ ﾙﾅ                  国士舘大        大学（1）9 48026

澤井　美佐            ｻﾜｲ ﾐｻ                  国士舘大        大学（4）10 48026

水野　真琴            ﾐｽﾞﾉ ﾏｺﾄ                国士舘大        大学（4）11 48026

川端　　南            ｶﾜﾊﾞﾀ ﾐﾅﾐ               明治大          大学（1）12 48037

新倉みなみ            ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ                明治大          大学（1）13 48037

石井　茉宏            ｲｼｲ ﾏﾋﾛ                 明治大          大学（1）14 48037

山田　絢未            ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾐ                筑波大          大学（4）15 48040

片岡　真菜            ｶﾀｵｶ ﾏﾅ                 専修大          大学（3）16 48045

中島みなみ            ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ               専修大          大学（1）17 48045

濱中　　雪            ﾊﾏﾅｶ ｷﾖ                 神奈川大        大学（1）18 48049

白川　有紗            ｼﾗｶﾜ ｱﾘｻ                神奈川大        大学（2）19 48049

日下部絢美            ｸｻｶﾍﾞ ｱﾔﾐ               神奈川大        大学（4）20 48049

露内　若葉            ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ               東洋大          大学（3）21 48052

菊池　優奈            ｷｸﾁ ﾕｳﾅ                 東洋大          大学（3）22 48052

濱田　結菜            ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ                東洋大          大学（1）23 48052

伊藤　愛実            ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ                早稲田大        大学（2）24 48056

安部　優希            ｱﾍﾞ ﾕｷ                  東海大          大学（2）25 48059

日下部玲奈            ｸｻｶﾍﾞ ﾚｲﾅ               東海大          大学（3）26 48059

大久保侑央            ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾁｶ               順天堂大        大学（1）27 48075

富井　千陽            ﾄﾐｲ ﾁﾊﾙ                 順天堂大        大学（3）28 48075

山田　麻矢            ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾔ                 山梨学院大      大学（1）29 48132

松浦　由佳            ﾏﾂｳﾗ ﾕｶ                 山梨学院大      大学（4）30 48132

中山　実穂            ﾅｶﾔﾏ ﾐﾎ                 中京大          大学（2）31 49002

和田　麻里            ﾜﾀﾞ ｱｻﾘ                 中京大          大学（4）32 49002

熊坂　衣真            ｸﾏｻｶ ｲﾏ                 中京大          大学（4）33 49002

水谷　はな            ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾅ                愛知教育大      大学（1）34 49014

水谷　華奈            ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ                愛知教育大      大学（1）35 49014

難波　亜未            ﾅﾝﾊﾞ ｱﾐ                 大阪体育大学    大学（1）36 50001

佐藤　　菫            ｻﾄｳ ｽﾐﾚ                 大阪体育大学    大学（1）37 50001

徳永明香理            ﾄｸﾅｶﾞ ｱｶﾘ               大阪教育大学    大学（4）38 50002

赤嶺　梨緒            ｱｶﾐﾈ ﾘｵ                 大阪教育大学    大学（1）39 50002

櫛田　夏織            ｸｼﾀﾞ ｶｵﾘ                大阪大学        大学（4）40 50003

三好　菜月            ﾐﾖｼ ﾅﾂｷ                 武庫川女子大    大学（3）41 50007

久保田侑子            ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｺ                武庫川女子大    大学（4）42 50007

西川　春菜            ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾅ                武庫川女子大    大学（4）43 50007

北田　　優            ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ                 近畿大学        大学（1）44 50010

冨井　星河            ﾄﾐｲ ｾｲｶ                 近畿大学        大学（4）45 50010

増田　　葵            ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ                近畿大学        大学（2）46 50010

水谷利花子            ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ               同志社大学      大学（2）47 50021

吉岡　理沙            ﾖｼｵｶ ﾘｻ                 同志社大学      大学（3）48 50021

西野　美妃            ﾆｼﾉ ﾐｷ                  天理大学        大学（1）49 50022

川崎　実鈴            ｶﾜｻｷ ﾐｽｽﾞ               天理大学        大学（1）50 50022
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脇山　　遼            ﾜｷﾔﾏ ﾊﾙｶ                関西大学        大学（2）51 50023

徳重　友里            ﾄｸｼｹﾞ ﾕﾘ                福岡大          大学（3）52 52001

村中みいな            ﾑﾗﾅｶ ﾐｲﾅ                鹿屋体育大      大学（4）53 52033

小川　真侑            ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ                 鹿屋体育大      大学（1）54 52033

川﨑　　碧            ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ               鹿屋体育大      大学（1）55 52033

澤田　有里            ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ                 弘前大          大学（1）56 53095
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三浦　鈴奈            ﾐｳﾗ ｽｽﾞﾅ                日本体育大      大学（3）1 48007

桑幡　真弓            ｸﾜﾊﾀ ﾏﾕ                 日本体育大      大学（3）2 48007

森山　幸美            ﾓﾘﾔﾏ ﾕｷﾐ                日本体育大      大学（2）3 48007

内田　柚菜            ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾅ                日女体大        大学（4）4 48011

吉田　奈央            ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ                 日女体大        大学（2）5 48011

福島多佳子            ﾌｸｼﾏ ﾀｶｺ                慶應義塾大      大学（4）6 48023

澤井　美佐            ｻﾜｲ ﾐｻ                  国士舘大        大学（4）7 48026

今野　瑠菜            ｺﾝﾉ ﾙﾅ                  国士舘大        大学（1）8 48026

有馬　　愛            ｱﾘﾏ ﾏﾅ                  国士舘大        大学（4）9 48026

新倉みなみ            ﾆｲｸﾗ ﾐﾅﾐ                明治大          大学（1）10 48037

横溝　夏実            ﾖｺﾐｿﾞ ﾅﾂﾐ               専修大          大学（1）11 48045

後藤真由子            ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ                神奈川大        大学（3）12 48049

日下部絢美            ｸｻｶﾍﾞ ｱﾔﾐ               神奈川大        大学（4）13 48049

白川　有紗            ｼﾗｶﾜ ｱﾘｻ                神奈川大        大学（2）14 48049

清水　史華            ｼﾐｽﾞ ﾌﾐｶ                東洋大          大学（1）15 48052

濱田　結菜            ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ                東洋大          大学（1）16 48052

菊池　優奈            ｷｸﾁ ﾕｳﾅ                 東洋大          大学（3）17 48052

荒岡　成美            ｱﾗｵｶ ﾅﾙﾐ                東海大          大学（1）18 48059

日下部玲奈            ｸｻｶﾍﾞ ﾚｲﾅ               東海大          大学（3）19 48059

安部　優希            ｱﾍﾞ ﾕｷ                  東海大          大学（2）20 48059

松浦　由佳            ﾏﾂｳﾗ ﾕｶ                 山梨学院大      大学（4）21 48132

廣橋　海結            ﾋﾛﾊｼ ﾐﾕ                 桐蔭横浜大      大学（2）22 48203

熊坂　衣真            ｸﾏｻｶ ｲﾏ                 中京大          大学（4）23 49002

和田　麻里            ﾜﾀﾞ ｱｻﾘ                 中京大          大学（4）24 49002

中山　実穂            ﾅｶﾔﾏ ﾐﾎ                 中京大          大学（2）25 49002

水谷　華奈            ﾐｽﾞﾀﾆ ｶﾅ                愛知教育大      大学（1）26 49014

水谷　はな            ﾐｽﾞﾀﾆ ﾊﾅ                愛知教育大      大学（1）27 49014

佐藤　　菫            ｻﾄｳ ｽﾐﾚ                 大阪体育大学    大学（1）28 50001

難波　亜未            ﾅﾝﾊﾞ ｱﾐ                 大阪体育大学    大学（1）29 50001

赤嶺　梨緒            ｱｶﾐﾈ ﾘｵ                 大阪教育大学    大学（1）30 50002

櫛田　夏織            ｸｼﾀﾞ ｶｵﾘ                大阪大学        大学（4）31 50003

長井もも香            ﾅｶﾞｲ ﾓﾓｶ                関西学院大学    大学（3）32 50006

西川　春菜            ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾅ                武庫川女子大    大学（4）33 50007

三好　菜月            ﾐﾖｼ ﾅﾂｷ                 武庫川女子大    大学（3）34 50007

下平　真悠            ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾕ               武庫川女子大    大学（2）35 50007

潮崎　菜月            ｼｵｻﾞｷ ﾅﾂｷ               近畿大学        大学（4）36 50010

冨井　星河            ﾄﾐｲ ｾｲｶ                 近畿大学        大学（4）37 50010

北田　　優            ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ                 近畿大学        大学（1）38 50010

吉岡　理沙            ﾖｼｵｶ ﾘｻ                 同志社大学      大学（3）39 50021

水谷利花子            ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｶｺ               同志社大学      大学（2）40 50021

西野　美妃            ﾆｼﾉ ﾐｷ                  天理大学        大学（1）41 50022

小川　真侑            ｵｶﾞﾜ ﾏﾕ                 鹿屋体育大      大学（1）42 52033

川﨑　　碧            ｶﾜｻｷ ﾐﾄﾞﾘ               鹿屋体育大      大学（1）43 52033

村中みいな            ﾑﾗﾅｶ ﾐｲﾅ                鹿屋体育大      大学（4）44 52033

澤田　有里            ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ                 弘前大          大学（1）45 53095
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白井早弥香            ｼﾗｲ ｻﾔｶ                 法政大          大学（1）1 48002

小林　江舞            ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾏ                法政大          大学（4）2 48002

宮﨑ひな乃            ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ               法政大          大学（2）3 48002

大本　里佳            ｵｵﾓﾄ ﾘｶ                 中央大          大学（1）4 48003

赤瀬紗也香            ｱｶｾ ｻﾔｶ                 日本体育大      大学（4）5 48007

梶野　美優            ｶｼﾞﾉ ﾐﾕｳ                日本体育大      大学（2）6 48007

楠田　詩朋            ｸｽﾀﾞ ｼﾎ                 日女体大        大学（4）7 48011

伊藤　美星            ｲﾄｳ ﾐﾎｼ                 日女体大        大学（2）8 48011

前田　美樹            ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ                 日女体大        大学（4）9 48011

小松　あい            ｺﾏﾂ ｱｲ                  慶應義塾大      大学（1）10 48023

林　　睦子            ﾊﾔｼ ﾑﾂｺ                 慶應義塾大      大学（1）11 48023

茶木原汐里            ﾁｬｷﾊﾗ ｼｵﾘ               国士舘大        大学（2）12 48026

大田原礼奈            ｵｵﾀﾜﾗ ｱﾔﾅ               国士舘大        大学（3）13 48026

幾原　綾美            ｲｸﾊﾗ ｱﾔﾐ                国士舘大        大学（2）14 48026

飯島　美咲            ｲｲｼﾞﾏ ﾐｻｷ               立教大          大学（2）15 48031

三木　眞子            ﾐｷ ﾏｺ                   立教大          大学（2）16 48031

神村万里恵            ｶﾐﾑﾗ ﾏﾘｴ                明治大          大学（4）17 48037

林　瑛里香            ﾊﾔｼ ｴﾘｶ                 武蔵大          大学（2）18 48039

西脇　怜奈            ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ                 筑波大          大学（2）19 48040

三澤　　恵            ﾐｻﾜ ﾒｸﾞﾐ                青山学院大      大学（4）20 48041

鶴川　美帆            ﾂﾙｶﾜ ﾐﾎ                 専修大          大学（4）21 48045

内村ほたる            ｳﾁﾑﾗ ﾎﾀﾙ                専修大          大学（4）22 48045

中井てずか            ﾅｶｲ ﾃｽﾞｶ                専修大          大学（2）23 48045

寺本　瑠美            ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ                 神奈川大        大学（2）24 48049

河本　海音            ｺｳﾓﾄ ﾐｵ                 神奈川大        大学（1）25 48049

古林　毬菜            ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ              神奈川大        大学（1）26 48049

今井　彩香            ｲﾏｲ ｱﾔｶ                 東洋大          大学（1）27 48052

渡邊　　彩            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ                東洋大          大学（1）28 48052

布施谷結花            ﾌｾﾔ ﾕｶ                  東洋大          大学（2）29 48052

山口　真旺            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ                早稲田大        大学（3）30 48056

藤田　紗綺            ﾌｼﾞﾀ ｻｷ                 日本大          大学（1）31 48057

若穂囲理緒            ﾜｶﾎｲ ﾘｵ                 日本大          大学（1）32 48057

井上　愛梨            ｲﾉｳｴ ﾏﾘ                 日本大          大学（1）33 48057

後藤　里織            ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ                東海大          大学（2）34 48059

細野　光希            ﾎｿﾉ ﾐﾂｷ                 東海大          大学（4）35 48059

大胡田あおい          ｵｵｺﾞﾀﾞ ｱｵｲ              東海大          大学（3）36 48059

大場　　黎            ｵｵﾊﾞ ﾚｲ                 順天堂大        大学（2）37 48075

瀬下　茉利            ｾｼﾓ ﾏﾘ                  山梨学院大      大学（3）38 48132

山本　知佳            ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ                 桐蔭横浜大      大学（2）39 48203

大野みのり            ｵｵﾉ ﾐﾉﾘ                 桐蔭横浜大      大学（1）40 48203

森　万柚子            ﾓﾘ ﾏﾕｺ                  中京大          大学（4）41 49002

小西　杏奈            ｺﾆｼ ｱﾝﾅ                 中京大          大学（2）42 49002

高橋　美紀            ﾀｶﾊｼ ﾐｷ                 中京大          大学（3）43 49002

泉田　　葵            ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｱｵｲ              至学館大        大学（2）44 49007

五十嵐杏奈            ｲｶﾗｼ ｱﾝﾅ                新潟大          大学（3）45 49028

鷲尾理沙子            ﾜｼｵ ﾘｻｺ                 新潟医福大      大学（1）46 49032

森谷　祐香            ﾓﾘﾔ ﾕｳｶ                 新潟医福大      大学（3）47 49032

堀江　優希            ﾎﾘｴ ﾕｷ                  新潟医福大      大学（3）48 49032

長崎　千夏            ﾅｶﾞｻｷ ﾁﾅﾂ               岐聖大          大学（1）49 49035

三上　果歩            ﾐｶﾐ ｶﾎ                  東海学園大      大学（4）50 49046
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城　澄美礼            ﾀﾁ ｽﾐﾚ                  東海学園大      大学（3）51 49046

藤田紗矢香            ﾌｼﾞﾀ ｻﾔｶ                大阪体育大学    大学（2）52 50001

米丸　友紅            ﾖﾈﾏﾙ ﾕｳｺｳ               大阪体育大学    大学（3）53 50001

阪口　青空            ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ             大阪教育大学    大学（1）54 50002

渡邊有希子            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ               大阪教育大学    大学（4）55 50002

中川さつき            ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾂｷ               大阪教育大学    大学（4）56 50002

仲野　優女            ﾅｶﾉ ﾕﾒ                  武庫川女子大    大学（2）57 50007

鎌田　憂希            ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｷ                武庫川女子大    大学（4）58 50007

岡野　未来            ｵｶﾉ ﾐｸ                  武庫川女子大    大学（2）59 50007

高橋　未帆            ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ                 近畿大学        大学（4）60 50010

柳　あかね            ﾔﾅｷﾞ ｱｶﾈ                近畿大学        大学（1）61 50010

中谷　朱里            ﾅｶﾀﾆ ｱｶﾘ                近畿大学        大学（2）62 50010

青木　琴子            ｱｵｷ ｺﾄｺ                 天理大学        大学（1）63 50022

辻本　茉穂            ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ                関西大学        大学（4）64 50023

坂井　友紀            ｻｶｲ ﾕｷ                  立命館大学      大学（3）65 50030

田中　真央            ﾀﾅｶ ﾏｵ                  福岡大          大学（1）66 52001

藤生　結衣            ﾌｼﾞｵ ﾕｲ                 福岡大          大学（2）67 52001

山本　玲菜            ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾅ                 福岡大          大学（1）68 52001

川崎　涼夏            ｶﾜｻｷ ｽｽﾞｶ               鹿屋体育大      大学（2）69 52033

山口　藍李            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ               鹿屋体育大      大学（1）70 52033

伊藤　鮎香            ｲﾄｳ ｱﾕｶ                 鹿屋体育大      大学（4）71 52033

山田　安珠            ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ              名桜大          大学（4）72 52084

酒井みなみ            ｻｶｲ ﾐﾅﾐ                 東北学院大      大学（2）73 53065
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宮﨑ひな乃            ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ               法政大          大学（2）1 48002

白井早弥香            ｼﾗｲ ｻﾔｶ                 法政大          大学（1）2 48002

赤瀬紗也香            ｱｶｾ ｻﾔｶ                 日本体育大      大学（4）3 48007

野島　知花            ﾉｼﾞﾏ ﾁｶ                 日女体大        大学（2）4 48011

阿部しずく            ｱﾍﾞ ｼｽﾞｸ                日女体大        大学（3）5 48011

楠田　詩朋            ｸｽﾀﾞ ｼﾎ                 日女体大        大学（4）6 48011

小松　あい            ｺﾏﾂ ｱｲ                  慶應義塾大      大学（1）7 48023

林　　睦子            ﾊﾔｼ ﾑﾂｺ                 慶應義塾大      大学（1）8 48023

茶木原汐里            ﾁｬｷﾊﾗ ｼｵﾘ               国士舘大        大学（2）9 48026

大田原礼奈            ｵｵﾀﾜﾗ ｱﾔﾅ               国士舘大        大学（3）10 48026

三木　眞子            ﾐｷ ﾏｺ                   立教大          大学（2）11 48031

神村万里恵            ｶﾐﾑﾗ ﾏﾘｴ                明治大          大学（4）12 48037

林　瑛里香            ﾊﾔｼ ｴﾘｶ                 武蔵大          大学（2）13 48039

西脇　怜奈            ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ                 筑波大          大学（2）14 48040

齋藤ゆり子            ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ                筑波大          大学（2）15 48040

鶴川　美帆            ﾂﾙｶﾜ ﾐﾎ                 専修大          大学（4）16 48045

内村ほたる            ｳﾁﾑﾗ ﾎﾀﾙ                専修大          大学（4）17 48045

酒井　麻緒            ｻｶｲ ﾏｵ                  専修大          大学（3）18 48045

古林　毬菜            ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ              神奈川大        大学（1）19 48049

後藤真由子            ｺﾞﾄｳ ﾏﾕｺ                神奈川大        大学（3）20 48049

寺本　瑠美            ﾃﾗﾓﾄ ﾙﾐ                 神奈川大        大学（2）21 48049

今井　彩香            ｲﾏｲ ｱﾔｶ                 東洋大          大学（1）22 48052

布施谷結花            ﾌｾﾔ ﾕｶ                  東洋大          大学（2）23 48052

大久保安純            ｵｵｸﾎﾞ ｱｽﾞﾐ              東洋大          大学（2）24 48052

山口　真旺            ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ                早稲田大        大学（3）25 48056

渡辺　涼葉            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾊ              日本大          大学（2）26 48057

藤田　紗綺            ﾌｼﾞﾀ ｻｷ                 日本大          大学（1）27 48057

井上　愛梨            ｲﾉｳｴ ﾏﾘ                 日本大          大学（1）28 48057

後藤　里織            ｺﾞﾄｳ ｻｵﾘ                東海大          大学（2）29 48059

大胡田あおい          ｵｵｺﾞﾀﾞ ｱｵｲ              東海大          大学（3）30 48059

細野　光希            ﾎｿﾉ ﾐﾂｷ                 東海大          大学（4）31 48059

大場　　黎            ｵｵﾊﾞ ﾚｲ                 順天堂大        大学（2）32 48075

渡辺　綾乃            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾉ               国際武道大      大学（2）33 48090

関谷　美里            ｾｷﾔ ﾐｻﾄ                 帝京大          大学（2）34 48120

瀬下　茉利            ｾｼﾓ ﾏﾘ                  山梨学院大      大学（3）35 48132

山本　知佳            ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ                 桐蔭横浜大      大学（2）36 48203

大野みのり            ｵｵﾉ ﾐﾉﾘ                 桐蔭横浜大      大学（1）37 48203

小野寺美奈            ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾅ                中京大          大学（4）38 49002

小西　杏奈            ｺﾆｼ ｱﾝﾅ                 中京大          大学（2）39 49002

高橋　美紀            ﾀｶﾊｼ ﾐｷ                 中京大          大学（3）40 49002

佐々木汐里            ｻｻｷ ｼｵﾘ                 至学館大        大学（2）41 49007

鈴木　亜子            ｽｽﾞｷ ｱｺ                 至学館大        大学（1）42 49007

堂本　夏希            ﾄﾞｳﾓﾄ ﾅﾂｷ               静岡大          大学（3）43 49011

五十嵐杏奈            ｲｶﾗｼ ｱﾝﾅ                新潟大          大学（3）44 49028

鷲尾理沙子            ﾜｼｵ ﾘｻｺ                 新潟医福大      大学（1）45 49032

森谷　祐香            ﾓﾘﾔ ﾕｳｶ                 新潟医福大      大学（3）46 49032

徳本　美菜            ﾄｸﾓﾄ ﾐﾅ                 新潟医福大      大学（3）47 49032

長崎　千夏            ﾅｶﾞｻｷ ﾁﾅﾂ               岐聖大          大学（1）48 49035

三上　果歩            ﾐｶﾐ ｶﾎ                  東海学園大      大学（4）49 49046

城　澄美礼            ﾀﾁ ｽﾐﾚ                  東海学園大      大学（3）50 49046
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竹田　晴香            ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｶ                大阪体育大学    大学（4）51 50001

米丸　友紅            ﾖﾈﾏﾙ ﾕｳｺｳ               大阪体育大学    大学（3）52 50001

阪口　青空            ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ             大阪教育大学    大学（1）53 50002

渡邊有希子            ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｺ               大阪教育大学    大学（4）54 50002

中川さつき            ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾂｷ               大阪教育大学    大学（4）55 50002

鎌田　憂希            ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｷ                武庫川女子大    大学（4）56 50007

仲野　優女            ﾅｶﾉ ﾕﾒ                  武庫川女子大    大学（2）57 50007

羽田　渚沙            ﾊﾀﾞ ﾅｷﾞｻ                武庫川女子大    大学（2）58 50007

柳　あかね            ﾔﾅｷﾞ ｱｶﾈ                近畿大学        大学（1）59 50010

高橋　未帆            ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ                 近畿大学        大学（4）60 50010

中谷　朱里            ﾅｶﾀﾆ ｱｶﾘ                近畿大学        大学（2）61 50010

岸部　　暉            ｷｼﾍﾞ ｱｷﾗ                天理大学        大学（1）62 50022

青木　琴子            ｱｵｷ ｺﾄｺ                 天理大学        大学（1）63 50022

辻本　茉穂            ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾎ                関西大学        大学（4）64 50023

坂井　友紀            ｻｶｲ ﾕｷ                  立命館大学      大学（3）65 50030

川上　笑佳            ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｶ               大阪国際大学    大学（1）66 50043

田中　真央            ﾀﾅｶ ﾏｵ                  福岡大          大学（1）67 52001

山本　玲菜            ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾅ                 福岡大          大学（1）68 52001

藤生　結衣            ﾌｼﾞｵ ﾕｲ                 福岡大          大学（2）69 52001

川崎　涼夏            ｶﾜｻｷ ｽｽﾞｶ               鹿屋体育大      大学（2）70 52033

山口　藍李            ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ               鹿屋体育大      大学（1）71 52033

伊藤　鮎香            ｲﾄｳ ｱﾕｶ                 鹿屋体育大      大学（4）72 52033

酒井みなみ            ｻｶｲ ﾐﾅﾐ                 東北学院大      大学（2）73 53065
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橋爪　亜季            ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｷ                東京学芸大      大学（4）1 48001

髙橋ありさ            ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ                法政大          大学（1）2 48002

神宮司瀬里奈          ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｾﾘｰﾅ           法政大          大学（3）3 48002

石田　華子            ｲｼﾀﾞ ｶｺ                 日本体育大      大学（2）4 48007

関口　美咲            ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｷ               日本体育大      大学（2）5 48007

西岡みづき            ﾆｼｵｶ ﾐｽﾞｷ               日本体育大      大学（3）6 48007

池田　奈央            ｲｹﾀﾞ ﾅｵ                 明治学院大      大学（4）7 48008

清水　春菜            ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ                日女体大        大学（4）8 48011

川辺裕莉華            ｶﾜﾍﾞ ﾕﾘｶ                日女体大        大学（4）9 48011

成川　陽子            ﾅﾘｶﾜ ﾖｳｺ                日女体大        大学（4）10 48011

大和田明日楓          ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ               慶應義塾大      大学（1）11 48023

髙﨑　有紀            ﾀｶｻｷ ﾕｷ                 慶應義塾大      大学（2）12 48023

三原　未麻            ﾐﾊﾗ ﾐﾏ                  東京女子体大    大学（4）13 48024

岩瀬　葉月            ｲﾜｾ ﾊﾂﾞｷ                国士舘大        大学（4）14 48026

田中　沙季            ﾀﾅｶ ｻｷ                  国士舘大        大学（2）15 48026

千島　　晶            ﾁｼﾏ ｱｷﾗ                 拓殖大          大学（2）16 48030

浅野　恵未            ｱｻﾉ ｴﾐ                  立教大          大学（3）17 48031

稲田　真依            ｲﾅﾀﾞ ﾏｲ                 立教大          大学（2）18 48031

岸　　愛弓            ｷｼ ｱﾕﾐ                  筑波大          大学（1）19 48040

菅原　　愛            ｽｶﾞﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ              筑波大          大学（4）20 48040

松竹　涼子            ﾏﾂﾀｹ ﾘｮｳｺ               筑波大          大学（4）21 48040

池　　言乃            ｲｹ ｺﾄﾉ                  青山学院大      大学（2）22 48041

服部　友香            ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ                専修大          大学（3）23 48045

田中　亜季            ﾀﾅｶ ｱｷ                  専修大          大学（3）24 48045

黒岩　紗耶            ｸﾛｲﾜ ｻﾔ                 神奈川大        大学（4）25 48049

藤島　千里            ﾌｼﾞｼﾏ ﾁｻﾄ               千葉商科大      大学（3）26 48050

江口実沙紀            ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ                東洋大          大学（1）27 48052

金指　美紅            ｶﾅｻｼ ﾐｸ                 東洋大          大学（4）28 48052

青木玲緒樹            ｱｵｷ ﾚｵﾅ                 東洋大          大学（4）29 48052

渡部香生子            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ               早稲田大        大学（2）30 48056

桐渕その子            ｷﾘﾌﾞﾁ ｿﾉｺ               日本大          大学（1）31 48057

寺村　美穂            ﾃﾗﾑﾗ ﾐﾎ                 日本大          大学（4）32 48057

中島亜沙姫            ﾅｶｼﾞﾏ ｱｻﾋ               日本大          大学（2）33 48057

末　　陽香            ｽｴ ﾊﾙｶ                  東海大          大学（1）34 48059

細越　　智            ﾎｿｺｼ ｻﾄﾘ                東海大          大学（4）35 48059

下山　夏帆            ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ                順天堂大        大学（2）36 48075

栁館　麻由            ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾃ ﾏﾕ              順天堂大        大学（4）37 48075

奥田　百香            ｵｸﾀﾞ ﾓﾓｶ                山梨学院大      大学（2）38 48132

野澤　郁織            ﾉｻﾞﾜ ｶｵﾘ                小田原短期大    大学（2）39 48237

高橋穂乃香            ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ                中京大          大学（3）40 49002

近藤　　和            ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｺﾞﾐ              中京大          大学（1）41 49002

照喜納志帆            ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ                 中京大          大学（2）42 49002

伊藤　瑞季            ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ                至学館大        大学（1）43 49007

小林　光里            ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ               金沢大          大学（2）44 49015

出澤　美和            ﾃﾞｻﾞﾜ ﾐﾜ                新潟医福大      大学（1）45 49032

松田　千咲            ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻｷ                新潟医福大      大学（2）46 49032

井尻　　雅            ｲｼﾞﾘ ﾐﾔﾋﾞ               東海学園大      大学（3）47 49046

田代　真子            ﾀｼﾛ ﾏｺ                  大阪体育大学    大学（1）48 50001

崎浜　亜規            ｻｷﾊﾏ ｱｷ                 大阪教育大学    大学（4）49 50002

和田奈伎紗            ﾜﾀﾞ ﾅｷﾞｻ                武庫川女子大    大学（3）50 50007
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井ノ本　宙            ｲﾉﾓﾄ ｿﾗ                 神戸大学        大学（4）51 50009

敷地　理奈            ｼｷﾁ ﾘﾅ                  近畿大学        大学（1）52 50010

橋本　智美            ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ                近畿大学        大学（3）53 50010

石田　万結            ｲｼﾀﾞ ﾏﾕ                 近畿大学        大学（1）54 50010

阿部　　渚            ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ                同志社大学      大学（1）55 50021

小澤　美夏            ｵｻﾞﾜ ﾐｶ                 関西大学        大学（4）56 50023

岡田　真衣            ｵｶﾀﾞ ﾏｲ                 岡山大学        大学（4）57 51007

平松　夏奈            ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅ                 就実大学        大学（1）58 51031

大塚　佳穂            ｵｵﾂｶ ｶﾎ                 福岡大          大学（2）59 52001

五十嵐陽美            ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ               鹿屋体育大      大学（1）60 52033

鈴木　佐知            ｽｽﾞｷ ｻﾁ                 鹿屋体育大      大学（4）61 52033

佐藤志帆子            ｻﾄｳ ｼﾎｺ                 九州共立大      大学（1）62 52055

武藤　　唯            ﾑﾄｳ ﾕｲ                  東北学院大      大学（4）63 53065
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難波　颯紀            ﾅﾝﾊﾞ ｻｷ                 東京学芸大      大学（1）1 48001

髙橋ありさ            ﾀｶﾊｼ ｱﾘｻ                法政大          大学（1）2 48002

石田　華子            ｲｼﾀﾞ ｶｺ                 日本体育大      大学（2）3 48007

西岡みづき            ﾆｼｵｶ ﾐｽﾞｷ               日本体育大      大学（3）4 48007

関口　美咲            ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｷ               日本体育大      大学（2）5 48007

高橋　佳南            ﾀｶﾊｼ ｶﾅ                 日女体大        大学（2）6 48011

清水　春菜            ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ                日女体大        大学（4）7 48011

川辺裕莉華            ｶﾜﾍﾞ ﾕﾘｶ                日女体大        大学（4）8 48011

髙﨑　有紀            ﾀｶｻｷ ﾕｷ                 慶應義塾大      大学（2）9 48023

三原　未麻            ﾐﾊﾗ ﾐﾏ                  東京女子体大    大学（4）10 48024

岩瀬　葉月            ｲﾜｾ ﾊﾂﾞｷ                国士舘大        大学（4）11 48026

田中　沙季            ﾀﾅｶ ｻｷ                  国士舘大        大学（2）12 48026

千島　　晶            ﾁｼﾏ ｱｷﾗ                 拓殖大          大学（2）13 48030

稲田　真依            ｲﾅﾀﾞ ﾏｲ                 立教大          大学（2）14 48031

浅野　恵未            ｱｻﾉ ｴﾐ                  立教大          大学（3）15 48031

松竹　涼子            ﾏﾂﾀｹ ﾘｮｳｺ               筑波大          大学（4）16 48040

岸　　愛弓            ｷｼ ｱﾕﾐ                  筑波大          大学（1）17 48040

池　　言乃            ｲｹ ｺﾄﾉ                  青山学院大      大学（2）18 48041

服部　友香            ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ                専修大          大学（3）19 48045

黒岩　紗耶            ｸﾛｲﾜ ｻﾔ                 神奈川大        大学（4）20 48049

藤島　千里            ﾌｼﾞｼﾏ ﾁｻﾄ               千葉商科大      大学（3）21 48050

青木玲緒樹            ｱｵｷ ﾚｵﾅ                 東洋大          大学（4）22 48052

江口実沙紀            ｴｸﾞﾁ ﾐｻｷ                東洋大          大学（1）23 48052

金指　美紅            ｶﾅｻｼ ﾐｸ                 東洋大          大学（4）24 48052

中島亜沙姫            ﾅｶｼﾞﾏ ｱｻﾋ               日本大          大学（2）25 48057

末　　陽香            ｽｴ ﾊﾙｶ                  東海大          大学（1）26 48059

早河　花菜            ﾊﾔｶﾜ ﾊﾅ                 東海大          大学（1）27 48059

細越　　智            ﾎｿｺｼ ｻﾄﾘ                東海大          大学（4）28 48059

下山　夏帆            ｼﾓﾔﾏ ﾅﾂﾎ                順天堂大        大学（2）29 48075

奥田　百香            ｵｸﾀﾞ ﾓﾓｶ                山梨学院大      大学（2）30 48132

照喜納志帆            ﾃﾙｷﾅ ｼﾎ                 中京大          大学（2）31 49002

高橋穂乃香            ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ                中京大          大学（3）32 49002

近藤　　和            ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｺﾞﾐ              中京大          大学（1）33 49002

伊藤　瑞季            ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ                至学館大        大学（1）34 49007

出澤　美和            ﾃﾞｻﾞﾜ ﾐﾜ                新潟医福大      大学（1）35 49032

河原　衣梨            ｶﾜﾊﾗ ｴﾘ                 東海学園大      大学（4）36 49046

井尻　　雅            ｲｼﾞﾘ ﾐﾔﾋﾞ               東海学園大      大学（3）37 49046

長谷川百香            ﾊｾｶﾞﾜ ﾓﾓｶ               大阪体育大学    大学（2）38 50001

田代　真子            ﾀｼﾛ ﾏｺ                  大阪体育大学    大学（1）39 50001

崎浜　亜規            ｻｷﾊﾏ ｱｷ                 大阪教育大学    大学（4）40 50002

山下　來花            ﾔﾏｼﾀ ﾗｲｶ                関西学院大学    大学（3）41 50006

和田奈伎紗            ﾜﾀﾞ ﾅｷﾞｻ                武庫川女子大    大学（3）42 50007

山下　明里            ﾔﾏｼﾀ ｱｶﾘ                武庫川女子大    大学（3）43 50007

米田　百伽            ﾖﾈﾀﾞ ﾓﾓｶ                武庫川女子大    大学（2）44 50007

井ノ本　宙            ｲﾉﾓﾄ ｿﾗ                 神戸大学        大学（4）45 50009

橋本　智美            ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾐ                近畿大学        大学（3）46 50010

石田　万結            ｲｼﾀﾞ ﾏﾕ                 近畿大学        大学（1）47 50010

敷地　理奈            ｼｷﾁ ﾘﾅ                  近畿大学        大学（1）48 50010

阿部　　渚            ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ                同志社大学      大学（1）49 50021

小澤　美夏            ｵｻﾞﾜ ﾐｶ                 関西大学        大学（4）50 50023
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松浦麻也加            ﾏﾂｳﾗ ﾏﾔｶ                立命館大学      大学（4）51 50030

梶　明日香            ｶｼﾞ ｱｽｶ                 香川大学        大学（1）52 51012

平松　夏奈            ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅ                 就実大学        大学（1）53 51031

大塚　佳穂            ｵｵﾂｶ ｶﾎ                 福岡大          大学（2）54 52001

五十嵐陽美            ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ               鹿屋体育大      大学（1）55 52033

鈴木　佐知            ｽｽﾞｷ ｻﾁ                 鹿屋体育大      大学（4）56 52033

佐藤志帆子            ｻﾄｳ ｼﾎｺ                 九州共立大      大学（1）57 52055

武藤　　唯            ﾑﾄｳ ﾕｲ                  東北学院大      大学（4）58 53065
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石本　綾音            ｲｼﾓﾄ ｱﾔﾈ                東京学芸大      大学（3）1 48001

平野香緒里            ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ                 法政大          大学（2）2 48002

湯尻　和佳            ﾕｼﾞﾘ ﾜｶ                 法政大          大学（2）3 48002

西　　彩乃            ﾆｼ ｱﾔﾉ                  日本体育大      大学（4）4 48007

金子　喜恵            ｶﾈｺ ｷｴ                  日本体育大      大学（1）5 48007

續　　彩加            ﾂﾂﾞｷ ｱﾔｶ                日本体育大      大学（2）6 48007

丸山　　彩            ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔ                 日女体大        大学（3）7 48011

齋藤　里菜            ｻｲﾄｳ ﾘﾅ                 日女体大        大学（3）8 48011

清水　美沙            ｼﾐｽﾞ ﾐｻ                 日女体大        大学（1）9 48011

小島日佳里            ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾘ                慶應義塾大      大学（1）10 48023

佐々木優花            ｻｻｷ ﾕｳｶ                 国士舘大        大学（1）11 48026

田所　瑞花            ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐｽﾞｶ              国士舘大        大学（4）12 48026

曽根　沙月            ｿﾈ ｻﾂｷ                  国士舘大        大学（1）13 48026

塩谷　　綸            ｼｵﾔ ﾘﾝ                  拓殖大          大学（3）14 48030

佐藤　詠美            ｻﾄｳ ｴﾐ                  立教大          大学（4）15 48031

細田　梨乃            ﾎｿﾀﾞ ﾘﾉ                 明治大          大学（3）16 48037

平田　茉穂            ﾋﾗﾀ ﾏﾎ                  筑波大          大学（1）17 48040

富田奈緒美            ﾄﾐﾀ ﾅｵﾐ                 筑波大          大学（3）18 48040

平山友貴奈            ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾅ                筑波大          大学（3）19 48040

田中　亜季            ﾀﾅｶ ｱｷ                  専修大          大学（3）20 48045

小畑　安紀            ｵﾊﾞﾀ ｱｷ                 神奈川大        大学（4）21 48049

清田　栞那            ｷﾖﾀ ｶﾝﾅ                 神奈川大        大学（1）22 48049

片山　友希            ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ                東洋大          大学（1）23 48052

中野　未夢            ﾅｶﾉ ﾐﾕ                  東洋大          大学（1）24 48052

藪　　美涼            ﾔﾌﾞ ﾐｽｽﾞ                東洋大          大学（2）25 48052

志賀珠理奈            ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ               早稲田大        大学（2）26 48056

田村　美紅            ﾀﾑﾗ ﾐｸ                  早稲田大        大学（4）27 48056

小池　詩音            ｺｲｹ ｼｵﾝ                 日本大          大学（1）28 48057

奥山　瑞稀            ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｷ               東海大          大学（2）29 48059

熊本　真季            ｸﾏﾓﾄ ﾏｷ                 山梨学院大      大学（3）30 48132

加藤　由佳            ｶﾄｳ ﾕｶ                  山梨学院大      大学（1）31 48132

大塚　彩乃            ｵｵﾂｶ ｱﾔﾉ                山梨学院大      大学（2）32 48132

若狭向日葵            ﾜｶｻ ﾋﾏﾜﾘ                桐蔭横浜大      大学（1）33 48203

林ﾋｮﾝｼﾞｭ              ｲﾑ ﾋｮﾝｼﾞｭ               中京大          大学（4）34 49002

深谷　茉以            ﾌｶﾔ ﾏｲ                  中京大          大学（2）35 49002

南谷　彩香            ﾅﾝﾔ ｱﾔｶ                 中京大          大学（1）36 49002

平岩　桃夏            ﾋﾗｲﾜ ﾓﾓｶ                愛知教育大      大学（2）37 49014

早川　由香            ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ                 愛知教育大      大学（4）38 49014

田中　晶子            ﾀﾅｶ ｱｷｺ                 愛知教育大      大学（4）39 49014

岩原今日子            ｲﾜﾊﾗ ｷｮｳｺ               信州大          大学（2）40 49018

東山　由佳            ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾕｶ               新潟医福大      大学（2）41 49032

和賀　知実            ﾜｶﾞ ﾄﾓﾐ                 新潟医福大      大学（3）42 49032

望月　　恵            ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ              新潟医福大      大学（2）43 49032

鵜沼　彩乃            ｳﾇﾏ ｱﾔﾉ                 東海学園大      大学（3）44 49046

鈴木　　静            ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｶ               東海学園大      大学（4）45 49046

高木みはる            ﾀｶｷﾞ ﾐﾊﾙ                東海学園大      大学（4）46 49046

松本　　悠            ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ                大阪体育大学    大学（4）47 50001

中原　優希            ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ                大阪教育大学    大学（2）48 50002

杉田　まり            ｽｷﾞﾀ ﾏﾘ                 武庫川女子大    大学（4）49 50007

植田　寿乃            ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉ                武庫川女子大    大学（2）50 50007
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安岡　亜美            ﾔｽｵｶ ｱﾐ                 武庫川女子大    大学（2）51 50007

城井　麻希            ｼﾛｲ ﾏｷ                  近畿大学        大学（1）52 50010

小野寺未来            ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ                近畿大学        大学（2）53 50010

筒井　真彩            ﾂﾂｲ ﾏｱﾔ                 近畿大学        大学（2）54 50010

永井　栞歩            ﾅｶﾞｲ ｶﾎ                 同志社大学      大学（4）55 50021

安達　未莉            ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ                 同志社大学      大学（1）56 50021

末吉　　萌            ｽｴﾖｼ ﾓｴ                 同志社大学      大学（2）57 50021

杉原　優佳            ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｶ               天理大学        大学（1）58 50022

今浦　知美            ｲﾏｳﾗ ﾄﾓﾐ                関西大学        大学（3）59 50023

伴野　瑞希            ﾊﾞﾝﾉ ﾐｽﾞｷ               立命館大学      大学（3）60 50030

森岡　夕稀            ﾓﾘｵｶ ﾕｳｷ                神戸薬科大学    大学（4）61 50088

市原　愛夏            ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ                岡山大学        大学（2）62 51007

井上　奈苗            ｲﾉｳｴ ﾅﾅｴ                福岡大          大学（2）63 52001

大黒　舞子            ｵｵｸﾛ ﾏｲｺ                鹿屋体育大      大学（4）64 52033

大木場真由            ｵｵｺﾊﾞ ﾏﾕ                鹿屋体育大      大学（2）65 52033

白石　成美            ｼﾗｲｼ ﾅﾙﾐ                九州共立大      大学（4）66 52055

小野　聖実            ｵﾉ ｷﾖﾐ                  東北学院大      大学（2）67 53065
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平野香緒里            ﾋﾗﾉ ｶｵﾘ                 法政大          大学（2）1 48002

大塚　美優            ｵｵﾂｶ ﾐﾕ                 日本体育大      大学（4）2 48007

金子　喜恵            ｶﾈｺ ｷｴ                  日本体育大      大学（1）3 48007

西　　彩乃            ﾆｼ ｱﾔﾉ                  日本体育大      大学（4）4 48007

返町　和紗            ｿﾘﾏﾁ ｶｽﾞｻ               日女体大        大学（3）5 48011

齋藤　里菜            ｻｲﾄｳ ﾘﾅ                 日女体大        大学（3）6 48011

黒岡　沙耶            ｸﾛｵｶ ｻﾔ                 日女体大        大学（1）7 48011

小島日佳里            ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾘ                慶應義塾大      大学（1）8 48023

曽根　沙月            ｿﾈ ｻﾂｷ                  国士舘大        大学（1）9 48026

佐々木優花            ｻｻｷ ﾕｳｶ                 国士舘大        大学（1）10 48026

田所　瑞花            ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐｽﾞｶ              国士舘大        大学（4）11 48026

渡部　汐音            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾈ               立教大          大学（3）12 48031

佐藤　詠美            ｻﾄｳ ｴﾐ                  立教大          大学（4）13 48031

塩澤　樹花            ｼｵｻﾞﾜ ﾐｷｶ               明治大          大学（2）14 48037

丹羽　麻友            ﾆﾜ ﾏﾕ                   明治大          大学（2）15 48037

富田奈緒美            ﾄﾐﾀ ﾅｵﾐ                 筑波大          大学（3）16 48040

岡田　杏実            ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾞﾐ               専修大          大学（3）17 48045

吉村　莉奈            ﾖｼﾑﾗ ﾘﾅ                 神奈川大        大学（2）18 48049

小西　伶実            ｺﾆｼ ﾚﾐ                  神奈川大        大学（4）19 48049

清田　栞那            ｷﾖﾀ ｶﾝﾅ                 神奈川大        大学（1）20 48049

中野　未夢            ﾅｶﾉ ﾐﾕ                  東洋大          大学（1）21 48052

藪　　美涼            ﾔﾌﾞ ﾐｽｽﾞ                東洋大          大学（2）22 48052

志賀珠理奈            ｼｶﾞ ｼﾞｭﾘﾅ               早稲田大        大学（2）23 48056

田村　美紅            ﾀﾑﾗ ﾐｸ                  早稲田大        大学（4）24 48056

小池　詩音            ｺｲｹ ｼｵﾝ                 日本大          大学（1）25 48057

奥山　瑞稀            ｵｸﾔﾏ ﾐｽﾞｷ               東海大          大学（2）26 48059

熊本　真季            ｸﾏﾓﾄ ﾏｷ                 山梨学院大      大学（3）27 48132

大塚　彩乃            ｵｵﾂｶ ｱﾔﾉ                山梨学院大      大学（2）28 48132

加藤　由佳            ｶﾄｳ ﾕｶ                  山梨学院大      大学（1）29 48132

若狭向日葵            ﾜｶｻ ﾋﾏﾜﾘ                桐蔭横浜大      大学（1）30 48203

林ﾋｮﾝｼﾞｭ              ｲﾑ ﾋｮﾝｼﾞｭ               中京大          大学（4）31 49002

早川　咲希            ﾊﾔｶﾜ ｻｷ                 中京大          大学（2）32 49002

長岡　千聖            ﾅｶﾞｵｶ ﾁｻﾄ               至学館大        大学（1）33 49007

平岩　桃夏            ﾋﾗｲﾜ ﾓﾓｶ                愛知教育大      大学（2）34 49014

望月　　恵            ﾓﾁﾂﾞｷ ﾒｸﾞﾐ              新潟医福大      大学（2）35 49032

東山　由佳            ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾕｶ               新潟医福大      大学（2）36 49032

和賀　知実            ﾜｶﾞ ﾄﾓﾐ                 新潟医福大      大学（3）37 49032

鈴木　　静            ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｶ               東海学園大      大学（4）38 49046

北澤　　梓            ｷﾀｻﾞﾜ ｱｽﾞｻ              東海学園大      大学（3）39 49046

鵜沼　彩乃            ｳﾇﾏ ｱﾔﾉ                 東海学園大      大学（3）40 49046

松本　　悠            ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ                大阪体育大学    大学（4）41 50001

杉本　紗彩            ｽｷﾞﾓﾄ ｻｱﾔ               大阪教育大学    大学（1）42 50002

中原　優希            ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ                大阪教育大学    大学（2）43 50002

河村　美枝            ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｴ                武庫川女子大    大学（3）44 50007

植田　寿乃            ｳｴﾀﾞ ｺﾄﾉ                武庫川女子大    大学（2）45 50007

安岡　亜美            ﾔｽｵｶ ｱﾐ                 武庫川女子大    大学（2）46 50007

小野寺未来            ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐｸ                近畿大学        大学（2）47 50010

城井　麻希            ｼﾛｲ ﾏｷ                  近畿大学        大学（1）48 50010

安達　未莉            ｱﾀﾞﾁ ﾐﾘ                 同志社大学      大学（1）49 50021

末吉　　萌            ｽｴﾖｼ ﾓｴ                 同志社大学      大学（2）50 50021
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吉田　凪沙            ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ               天理大学        大学（2）51 50022

杉原　優佳            ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｶ               天理大学        大学（1）52 50022

五島　夏希            ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｷ                天理大学        大学（3）53 50022

今浦　知美            ｲﾏｳﾗ ﾄﾓﾐ                関西大学        大学（3）54 50023

伴野　瑞希            ﾊﾞﾝﾉ ﾐｽﾞｷ               立命館大学      大学（3）55 50030

小島　里野            ｺｼﾞﾏ ﾘﾉ                 立命館大学      大学（2）56 50030

阿部　瑠花            ｱﾍﾞ ﾙｶ                  大阪国際大学    大学（3）57 50043

市原　愛夏            ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ                岡山大学        大学（2）58 51007

家頭　　慈            ﾔｶﾞｼﾗ ﾒｸﾞﾐ              広島大学        大学（3）59 51009

大木場真由            ｵｵｺﾊﾞ ﾏﾕ                鹿屋体育大      大学（2）60 52033

寺田　奈央            ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵ                 鹿屋体育大      大学（3）61 52033

大黒　舞子            ｵｵｸﾛ ﾏｲｺ                鹿屋体育大      大学（4）62 52033

白石　成美            ｼﾗｲｼ ﾅﾙﾐ                九州共立大      大学（4）63 52055

山本　玲那            ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ                九州共立大      大学（3）64 52055

小野　聖実            ｵﾉ ｷﾖﾐ                  東北学院大      大学（2）65 53065
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難波　颯紀            ﾅﾝﾊﾞ ｻｷ                 東京学芸大      大学（1）1 48001

相澤　七実            ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ               法政大          大学（3）2 48002

神宮司瀬里奈          ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ｾﾘｰﾅ           法政大          大学（3）3 48002

大本　里佳            ｵｵﾓﾄ ﾘｶ                 中央大          大学（1）4 48003

黒川さくら            ｸﾛｶﾜ ｻｸﾗ                日本体育大      大学（1）5 48007

小松　渚奈            ｺﾏﾂ ﾅﾅ                  日本体育大      大学（4）6 48007

藤　　優実            ﾄｳ ﾕﾐ                   日本体育大      大学（1）7 48007

池田　奈央            ｲｹﾀﾞ ﾅｵ                 明治学院大      大学（4）8 48008

角屋明日香            ｶｸﾔ ｱｽｶ                 日女体大        大学（4）9 48011

戸井田真弥            ﾄｲﾀﾞ ﾏﾔ                 日女体大        大学（2）10 48011

相良　也実            ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ                日女体大        大学（4）11 48011

今田　薫乃            ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ                国士舘大        大学（1）12 48026

齊藤　樹里            ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾘ               国士舘大        大学（1）13 48026

七里　夏海            ｼﾁﾘ ﾅﾂﾐ                 立教大          大学（4）14 48031

澤田　晴佳            ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙｶ                立教大          大学（2）15 48031

谷内ひかり            ﾀﾆｳﾁ ﾋｶﾘ                立教大          大学（4）16 48031

丹羽　麻友            ﾆﾜ ﾏﾕ                   明治大          大学（2）17 48037

樋口　恵夢            ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ                 明治大          大学（2）18 48037

齋藤ゆり子            ｻｲﾄｳ ﾕﾘｺ                筑波大          大学（2）19 48040

佐藤帆乃佳            ｻﾄｳ ﾎﾉｶ                 専修大          大学（2）20 48045

平岩　里菜            ﾋﾗｲﾜ ﾘﾅ                 専修大          大学（4）21 48045

松岡　里佳            ﾏﾂｵｶ ﾘｶ                 専修大          大学（1）22 48045

小西　伶実            ｺﾆｼ ﾚﾐ                  神奈川大        大学（4）23 48049

石川　穂波            ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ                神奈川大        大学（1）24 48049

上田　桜子            ｳｴﾀﾞ ﾊﾅｺ                神奈川大        大学（3）25 48049

大橋　悠依            ｵｵﾊｼ ﾕｲ                 東洋大          大学（3）26 48052

小野寺涼夏            ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ              東洋大          大学（1）27 48052

三田村美乃            ﾐﾀﾑﾗ ﾖｼﾉ                東洋大          大学（2）28 48052

滝本　純子            ﾀｷﾓﾄ ｱﾔｺ                早稲田大        大学（4）29 48056

渡部香生子            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｺ               早稲田大        大学（2）30 48056

宇佐見　渚            ｳｻﾐ ﾅｷﾞｻ                日本大          大学（1）31 48057

寺村　美穂            ﾃﾗﾑﾗ ﾐﾎ                 日本大          大学（4）32 48057

若穂囲理緒            ﾜｶﾎｲ ﾘｵ                 日本大          大学（1）33 48057

網谷真梨恵            ｱﾐﾔ ﾏﾘｴ                 東海大          大学（1）34 48059

栁館　麻由            ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾃ ﾏﾕ              順天堂大        大学（4）35 48075

川原　愛梨            ｶﾜﾊﾗ ｱｲﾘ                山梨学院大      大学（2）36 48132

山田　千尋            ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ                山梨学院大      大学（2）37 48132

布施谷　唯            ﾌｾﾔ ﾕｲ                  桐蔭横浜大      大学（4）38 48203

谷口　憂羅            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾗ                高崎健大        大学（2）39 48236

東　　風音            ｱｽﾞﾏ ｶｻﾞﾈ               中京大          大学（1）40 49002

芦村　優奈            ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ                中京大          大学（2）41 49002

永井　美沙            ﾅｶﾞｲ ﾐｻ                 中京大          大学（3）42 49002

櫻井　美希            ｻｸﾗｲ ﾐｷ                 至学館大        大学（1）43 49007

米倉　　薫            ﾖﾈｸﾗ ｶｵﾙ                愛知教育大      大学（4）44 49014

大内　優季            ｵｵｳﾁ ﾕｳｷ                愛知教育大      大学（3）45 49014

徳本　美菜            ﾄｸﾓﾄ ﾐﾅ                 新潟医福大      大学（3）46 49032

石川　佳依            ｲｼｶﾜ ﾖｼｴ                東海学園大      大学（2）47 49046

河原　衣梨            ｶﾜﾊﾗ ｴﾘ                 東海学園大      大学（4）48 49046

山田　　梓            ﾔﾏﾀﾞ ｱｽﾞｻ               東海学園大      大学（2）49 49046

大西　迪瑠            ｵｵﾆｼ ﾐﾁﾙ                大阪体育大学    大学（2）50 50001
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茶谷　美帆            ﾁｬﾀﾆ ﾐﾎ                 武庫川女子大    大学（3）51 50007

大野奈津子            ｵｵﾉ ﾅﾂｺ                 武庫川女子大    大学（1）52 50007

冨山奈々未            ﾄﾐﾔﾏ ﾅﾅﾐ                武庫川女子大    大学（4）53 50007

平石　夕華            ﾋﾗｲｼ ﾕｳｶ                近畿大学        大学（2）54 50010

楢﨑　瑠美            ﾅﾗｻｷ ﾙﾐ                 近畿大学        大学（2）55 50010

簑田　佳奈            ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ                 近畿大学        大学（2）56 50010

岸部　　暉            ｷｼﾍﾞ ｱｷﾗ                天理大学        大学（1）57 50022

澁谷　芽実            ｼﾌﾞﾔ ﾒｲﾐ                天理大学        大学（2）58 50022

山﨑　加菜            ﾔﾏｻｷ ｶﾅ                 天理大学        大学（3）59 50022

中川　麻子            ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ                関西大学        大学（1）60 50023

川上　笑佳            ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｶ               大阪国際大学    大学（1）61 50043

山本　　唯            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ                 びわこ成蹊大    大学（3）62 50093

家頭　　慈            ﾔｶﾞｼﾗ ﾒｸﾞﾐ              広島大学        大学（3）63 51009

原　　美波            ﾊﾗ ﾐﾅﾐ                  広島大学        大学（4）64 51009

梶　明日香            ｶｼﾞ ｱｽｶ                 香川大学        大学（1）65 51012

早水柚香子            ﾊﾔﾐ ﾕｶｺ                 鹿屋体育大      大学（3）66 52033

山田　眞希            ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ                 東北学院大      大学（3）67 53065
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相澤　七実            ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ               法政大          大学（3）1 48002

田中　瑞穂            ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ                法政大          大学（4）2 48002

小松　渚奈            ｺﾏﾂ ﾅﾅ                  日本体育大      大学（4）3 48007

藤　　優実            ﾄｳ ﾕﾐ                   日本体育大      大学（1）4 48007

大塚　美優            ｵｵﾂｶ ﾐﾕ                 日本体育大      大学（4）5 48007

相良　也実            ｻｶﾞﾗ ﾅﾙﾐ                日女体大        大学（4）6 48011

角屋明日香            ｶｸﾔ ｱｽｶ                 日女体大        大学（4）7 48011

戸井田真弥            ﾄｲﾀﾞ ﾏﾔ                 日女体大        大学（2）8 48011

今田　薫乃            ｲﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ                国士舘大        大学（1）9 48026

渡部　汐音            ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾈ               立教大          大学（3）10 48031

谷内ひかり            ﾀﾆｳﾁ ﾋｶﾘ                立教大          大学（4）11 48031

樋口　恵夢            ﾋｸﾞﾁ ｴﾑ                 明治大          大学（2）12 48037

石井　茉宏            ｲｼｲ ﾏﾋﾛ                 明治大          大学（1）13 48037

岡田　杏実            ｵｶﾀﾞ ｱﾂﾞﾐ               専修大          大学（3）14 48045

平岩　里菜            ﾋﾗｲﾜ ﾘﾅ                 専修大          大学（4）15 48045

横溝　夏実            ﾖｺﾐｿﾞ ﾅﾂﾐ               専修大          大学（1）16 48045

石川　穂波            ｲｼｶﾜ ﾎﾅﾐ                神奈川大        大学（1）17 48049

上田　桜子            ｳｴﾀﾞ ﾊﾅｺ                神奈川大        大学（3）18 48049

大橋　悠依            ｵｵﾊｼ ﾕｲ                 東洋大          大学（3）19 48052

露内　若葉            ﾂﾕｳﾁ ﾜｶﾊﾞ               東洋大          大学（3）20 48052

小野寺涼夏            ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾞﾅ              東洋大          大学（1）21 48052

宇佐見　渚            ｳｻﾐ ﾅｷﾞｻ                日本大          大学（1）22 48057

網谷真梨恵            ｱﾐﾔ ﾏﾘｴ                 東海大          大学（1）23 48059

荒岡　成美            ｱﾗｵｶ ﾅﾙﾐ                東海大          大学（1）24 48059

川原　愛梨            ｶﾜﾊﾗ ｱｲﾘ                山梨学院大      大学（2）25 48132

山田　千尋            ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾋﾛ                山梨学院大      大学（2）26 48132

廣橋　海結            ﾋﾛﾊｼ ﾐﾕ                 桐蔭横浜大      大学（2）27 48203

布施谷　唯            ﾌｾﾔ ﾕｲ                  桐蔭横浜大      大学（4）28 48203

谷口　憂羅            ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾗ                高崎健大        大学（2）29 48236

東　　風音            ｱｽﾞﾏ ｶｻﾞﾈ               中京大          大学（1）30 49002

永井　美沙            ﾅｶﾞｲ ﾐｻ                 中京大          大学（3）31 49002

芦村　優奈            ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾅ                中京大          大学（2）32 49002

櫻井　美希            ｻｸﾗｲ ﾐｷ                 至学館大        大学（1）33 49007

大内　優季            ｵｵｳﾁ ﾕｳｷ                愛知教育大      大学（3）34 49014

松田　千咲            ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻｷ                新潟医福大      大学（2）35 49032

山田　　梓            ﾔﾏﾀﾞ ｱｽﾞｻ               東海学園大      大学（2）36 49046

長谷川百香            ﾊｾｶﾞﾜ ﾓﾓｶ               大阪体育大学    大学（2）37 50001

大西　迪瑠            ｵｵﾆｼ ﾐﾁﾙ                大阪体育大学    大学（2）38 50001

長井もも香            ﾅｶﾞｲ ﾓﾓｶ                関西学院大学    大学（3）39 50006

茶谷　美帆            ﾁｬﾀﾆ ﾐﾎ                 武庫川女子大    大学（3）40 50007

井本　沙希            ｲﾓﾄ ｻｷ                  武庫川女子大    大学（1）41 50007

大野奈津子            ｵｵﾉ ﾅﾂｺ                 武庫川女子大    大学（1）42 50007

楢﨑　瑠美            ﾅﾗｻｷ ﾙﾐ                 近畿大学        大学（2）43 50010

簑田　佳奈            ﾐﾉﾀﾞ ｶﾅ                 近畿大学        大学（2）44 50010

平石　夕華            ﾋﾗｲｼ ﾕｳｶ                近畿大学        大学（2）45 50010

朝田　浩子            ｱｻﾀﾞ ﾋﾛｺ                天理大学        大学（1）46 50022

中川　麻子            ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ                関西大学        大学（1）47 50023

山本　　唯            ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ                 びわこ成蹊大    大学（3）48 50093

原　　美波            ﾊﾗ ﾐﾅﾐ                  広島大学        大学（4）49 51009

寺田　奈央            ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵ                 鹿屋体育大      大学（3）50 52033
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