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1 4557 藤田　菜美 三ツ田　隆将 藤田　菜美 三ツ田　隆将 藤田　菜美 三ツ田　隆将 藤田　菜美 三ツ田　隆将 金井　恭介 小倉　佑季子 金井　恭介 小倉　佑季子 藤田　菜美 和泉　大志 藤田　菜美 和泉　大志 藤田　菜美 和泉　大志 藤田　菜美 三ツ田　隆将 金井　恭介 三ツ田　隆将

北海道大学 2 4290 鈴木　和 田林　保則 鈴木　和 田林　保則 鈴木　和 田林　保則 鈴木　和 田林　保則 鈴木　和 田林　保則 鈴木　和 田林　保則 鈴木　和 田林　保則 鈴木　和 田林　保則 鈴木　和 田林　保則 鈴木　和 田林　保則 鈴木　和 田林　保則

3 4075 福田　雄太 森下　悠理 福田　雄太 森下　悠理 福田　雄太 森下　悠理 福田　雄太 森下　悠理 福田　雄太 森下　悠理 福田　雄太 森下　悠理 福田　雄太 森下　悠理 福田　雄太 森下　悠理 福田　雄太 森下　悠理 福田　雄太 森下　悠理 福田　雄太 森下　悠理

4 4536 広瀬　葉介 鈴木　実頼 広瀬　葉介 鈴木　実頼 広瀬　葉介 鈴木　実頼 広瀬　葉介 鈴木　実頼 広瀬　葉介 鈴木　実頼 広瀬　葉介 鈴木　実頼 広瀬　葉介 鈴木　実頼 広瀬　葉介 鈴木　実頼 広瀬　葉介 鈴木　実頼 広瀬　葉介 鈴木　実頼 広瀬　葉介 鈴木　実頼

東北大学 5 4535 小島　僚将 土田　健 小島　僚将 土田　健 小島　僚将 土田　健 小島　僚将 土田　健 小島　僚将 土田　健 小島　僚将 土田　健 坂内　野乃 神尾　美由 坂内　野乃 土田　健 坂内　野乃 神尾　美由 小島　僚将 土田　健 小島　僚将 土田　健

6 4534 松本　拓 降籏　英明 松本　拓 降籏　英明 松本　拓 降籏　英明 松本　拓 降籏　英明 松本　拓 降籏　英明 松本　拓 降籏　英明 松本　拓 降籏　英明 松本　拓 降籏　英明 松本　拓 降籏　英明 松本　拓 降籏　英明 松本　拓 降籏　英明

7 4598 多田羅　友貴 江頭　英翔 多田羅　友貴 江頭　英翔 多田羅　友貴 江頭　英翔 多田羅　友貴 江頭　英翔 多田羅　友貴 江頭　英翔 多田羅　友貴 江頭　英翔 多田羅　友貴 江頭　英翔 多田羅　友貴 江頭　英翔 多田羅　友貴 江頭　英翔 多田羅　友貴 江頭　英翔 多田羅　友貴 江頭　英翔

慶応義塾大学 8 4469 樋口　舵 鳥羽　雄太 樋口　舵 鳥羽　雄太 樋口　舵 鳥羽　雄太 樋口　舵 鳥羽　雄太 樋口　舵 鳥羽　雄太 樋口　舵 鳥羽　雄太 樋口　舵 鳥羽　雄太 樋口　舵 鳥羽　雄太 樋口　舵 鳥羽　雄太 樋口　舵 鳥羽　雄太 樋口　舵 鳥羽　雄太

9 4528 中嶋　颯 出口　廣智 中嶋　颯 出口　廣智 中嶋　颯 出口　廣智 中嶋　颯 出口　廣智 中嶋　颯 出口　廣智 中嶋　颯 出口　廣智 中嶋　颯 出口　廣智 中嶋　颯 出口　廣智 中嶋　颯 出口　廣智 中嶋　颯 出口　廣智 中嶋　颯 出口　廣智

10 4285 大嶌　あずみ 新井　直樹 大嶌　あずみ 新井　直樹 大嶌　あずみ 新井　直樹 大嶌　あずみ 新井　直樹 大嶌　あずみ 新井　直樹 大嶌　あずみ 新井　直樹 大嶌　あずみ 新井　直樹 大嶌　あずみ 新井　直樹 大嶌　あずみ 新井　直樹 大嶌　あずみ 新井　直樹 大嶌　あずみ 新井　直樹

千葉大学 11 4311 辻　慧 淡路　知世 辻　慧 淡路　知世 辻　慧 淡路　知世 辻　慧 淡路　知世 辻　慧 淡路　知世 辻　慧 淡路　知世 辻　慧 淡路　知世 辻　慧 淡路　知世 辻　慧 淡路　知世 辻　慧 淡路　知世 辻　慧 淡路　知世

12 4512 木下　晃一 畑　大輔 木下　晃一 畑　大輔 木下　晃一 畑　大輔 木下　晃一 畑　大輔 木下　晃一 畑　大輔 木下　晃一 畑　大輔 織茂　まどか 石井　宗一郎 織茂　まどか 石井　宗一郎 織茂　まどか 石井　宗一郎 木下　晃一 畑　大輔 木下　晃一 畑　大輔

13 4571 榊原　隆太郎 斎藤　七大 榊原　隆太郎 斎藤　七大 榊原　隆太郎 斎藤　七大 榊原　隆太郎 斎藤　七大 榊原　隆太郎 斎藤　七大 榊原　隆太郎 斎藤　七大 榊原　隆太郎 横山　南泉 榊原　隆太郎 横山　南泉 榊原　隆太郎 横山　南泉 榊原　隆太郎 斎藤　七大 榊原　隆太郎 斎藤　七大

中央大学 14 4484 菅野　翔 飯塚　悠樹 菅野　翔 飯塚　悠樹 菅野　翔 飯塚　悠樹 菅野　翔 飯塚　悠樹 菅野　翔 飯塚　悠樹 菅野　翔 飯塚　悠樹 菅野　翔 飯塚　悠樹 菅野　翔 飯塚　悠樹 菅野　翔 飯塚　悠樹 菅野　翔 飯塚　悠樹 菅野　翔 飯塚　悠樹

15 4429 榊原　健人 宮口　悠大 榊原　健人 宮口　悠大 榊原　健人 宮口　悠大 榊原　健人 宮口　悠大 榊原　健人 宮口　悠大 榊原　健人 宮口　悠大 榊原　健人 宮口　悠大 榊原　健人 宮口　悠大 榊原　健人 宮口　悠大 榊原　健人 宮口　悠大 榊原　健人 宮口　悠大

16 4578 玉山　千登 服部　勇輝 玉山　千登 服部　勇輝 玉山　千登 服部　勇輝 玉山　千登 服部　勇輝 玉山　千登 服部　勇輝 玉山　千登 服部　勇輝 玉山　千登 服部　勇輝 玉山　千登 服部　勇輝 玉山　千登 服部　勇輝 玉山　千登 服部　勇輝 玉山　千登 服部　勇輝

日本大学 17 4574 今井　拓也 市川　一帆 今井　拓也 市川　一帆 今井　拓也 市川　一帆 今井　拓也 市川　一帆 今井　拓也 市川　一帆 今井　拓也 市川　一帆 今井　拓也 市川　一帆 今井　拓也 市川　一帆 今井　拓也 市川　一帆 今井　拓也 市川　一帆 今井　拓也 市川　一帆

18 4575 高山　大智 木村　直矢 高山　大智 木村　直矢 高山　大智 木村　直矢 高山　大智 木村　直矢 高山　大智 木村　直矢 高山　大智 木村　直矢 高山　大智 木村　直矢 高山　大智 木村　直矢 高山　大智 木村　直矢 高山　大智 木村　直矢 高山　大智 木村　直矢

19 4501 赤嶺　華歩 土屋　諒 赤嶺　華歩 土屋　諒 赤嶺　華歩 土屋　諒 赤嶺　華歩 土屋　諒 赤嶺　華歩 土屋　諒 赤嶺　華歩 土屋　諒 赤嶺　華歩 土屋　諒 赤嶺　華歩 土屋　諒 赤嶺　華歩 土屋　諒 赤嶺　華歩 土屋　諒 赤嶺　華歩 土屋　諒

法政大学 20 4366 足立　茉莉花 田中　颯人 足立　茉莉花 田中　颯人 足立　茉莉花 田中　颯人 足立　茉莉花 田中　颯人 足立　茉莉花 田中　颯人 足立　茉莉花 田中　颯人 足立　茉莉花 田中　颯人 足立　茉莉花 田中　颯人 足立　茉莉花 田中　颯人 足立　茉莉花 田中　颯人 足立　茉莉花 田中　颯人

21 4306 永井　涼介 馬渡　凪沙 永井　涼介 馬渡　凪沙 永井　涼介 馬渡　凪沙 永井　涼介 馬渡　凪沙 永井　涼介 馬渡　凪沙 永井　涼介 馬渡　凪沙 永井　涼介 馬渡　凪沙 永井　涼介 馬渡　凪沙 永井　涼介 馬渡　凪沙 永井　涼介 馬渡　凪沙 永井　涼介 馬渡　凪沙

22 4566 林　優季 鈴木　真人 林　優季 鈴木　真人 林　優季 木村　沙耶佳 林　優季 鈴木　真人 林　優季 鈴木　真人 林　優季 鈴木　真人 林　優季 木村　沙耶佳 林　優季 鈴木　真人 林　優季 木村　沙耶佳 林　優季 鈴木　真人 林　優季 鈴木　真人

明海大学 23 4492 又村　優 太田　貴弘 又村　優 太田　貴弘 又村　優 太田　貴弘 又村　優 太田　貴弘 又村　優 太田　貴弘 又村　優 太田　貴弘 鍋岡　薫 戸井　瀬亜 又村　優 太田　貴弘 又村　優 鈴木　真人 又村　優 太田　貴弘 又村　優 太田　貴弘

24 4402 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士 楠瀬　和旺 玉井　瑛士

25 4562 岡田　奎樹 岩井　俊樹 岡田　奎樹 岩井　俊樹 岡田　奎樹 岩井　俊樹 岡田　奎樹 岩井　俊樹 岡田　奎樹 岩井　俊樹 岡田　奎樹 岩井　俊樹 岡田　奎樹 岩井　俊樹 岡田　奎樹 岩井　俊樹 岡田　奎樹 岩井　俊樹 岡田　奎樹 岩井　俊樹 岡田　奎樹 岩井　俊樹

早稲田大学 26 4561 市川　夏未 深田　龍介 市川　夏未 深田　龍介 市川　夏未 深田　龍介 市川　夏未 深田　龍介 市川　夏未 深田　龍介 市川　夏未 深田　龍介 市川　夏未 深田　龍介 市川　夏未 深田　龍介 市川　夏未 深田　龍介 市川　夏未 深田　龍介 市川　夏未 深田　龍介

27 4504 田中　美紗樹 永松　瀬羅 田中　美紗樹 永松　瀬羅 田中　美紗樹 永松　瀬羅 田中　美紗樹 永松　瀬羅 田中　美紗樹 永松　瀬羅 田中　美紗樹 永松　瀬羅 田中　美紗樹 永松　瀬羅 田中　美紗樹 永松　瀬羅 田中　美紗樹 永松　瀬羅 田中　美紗樹 永松　瀬羅 田中　美紗樹 永松　瀬羅

28 4432 三品　順也 嶋田　涼 三品　順也 嶋田　涼 三品　順也 嶋田　涼 三品　順也 嶋田　涼 三品　順也 嶋田　涼 三品　順也 嶋田　涼 三品　順也 嶋田　涼 三品　順也 嶋田　涼 三品　順也 嶋田　涼 三品　順也 嶋田　涼 三品　順也 嶋田　涼

愛知大学 29 4183 安藤　亮治 深谷　旭宏 安藤　亮治 深谷　旭宏 安藤　亮治 深谷　旭宏 安藤　亮治 深谷　旭宏 安藤　亮治 深谷　旭宏 安藤　亮治 深谷　旭宏 安藤　亮治 深谷　旭宏 安藤　亮治 深谷　旭宏 安藤　亮治 深谷　旭宏 安藤　亮治 深谷　旭宏 安藤　亮治 深谷　旭宏

30 4020 峰　遼磨 小川　哲也 峰　遼磨 小川　哲也 峰　遼磨 真野　創太 峰　遼磨 真野　創太 峰　遼磨 真野　創太 峰　遼磨 真野　創太 峰　遼磨 真野　創太 峰　遼磨 真野　創太 峰　遼磨 真野　創太 峰　遼磨 真野　創太 峰　遼磨 真野　創太

31 4249 石黒　武志 手嶋　遥貴 石黒　武志 手嶋　遥貴 石黒　武志 手嶋　遥貴 石黒　武志 手嶋　遥貴 石黒　武志 手嶋　遥貴 石黒　武志 手嶋　遥貴 石黒　武志 手嶋　遥貴 石黒　武志 手嶋　遥貴 石黒　武志 手嶋　遥貴 石黒　武志 手嶋　遥貴 石黒　武志 手嶋　遥貴

愛知工業大学 32 3876 末永　征覇 兵藤　麗奈 末永　征覇 兵藤　麗奈 末永　征覇 兵藤　麗奈 末永　征覇 兵藤　麗奈 末永　征覇 兵藤　麗奈 末永　征覇 兵藤　麗奈 末永　征覇 兵藤　麗奈 末永　征覇 兵藤　麗奈 末永　征覇 兵藤　麗奈 末永　征覇 兵藤　麗奈 末永　征覇 兵藤　麗奈

33 3550 鈴木　空 別所　陸太 鈴木　空 別所　陸太 鈴木　空 別所　陸太 鈴木　空 別所　陸太 鈴木　空 別所　陸太 鈴木　空 別所　陸太 鈴木　空 別所　陸太 鈴木　空 別所　陸太 鈴木　空 別所　陸太 鈴木　空 別所　陸太 鈴木　空 別所　陸太

34 4532 二井谷　和平 渡邊 光 二井谷　和平 渡邊 光 二井谷　和平 渡邊 光 二井谷　和平 渡邊 光 二井谷　和平 渡邊 光 二井谷　和平 渡邊 光 二井谷　和平 渡邊 光 二井谷　和平 渡邊 光 二井谷　和平 渡邊 光 二井谷　和平 渡邊 光 二井谷　和平 渡邊 光

金沢大学 35 4472 田口 浩輔 洞口 仁志 田口 浩輔 洞口 仁志 田口 浩輔 洞口 仁志 田口 浩輔 洞口 仁志 田口 浩輔 洞口 仁志 田口 浩輔 洞口 仁志 田口 浩輔 洞口 仁志 田口 浩輔 洞口 仁志 田口 浩輔 洞口 仁志 田口 浩輔 洞口 仁志 田口 浩輔 洞口 仁志

36 4286 乾 太一朗 田中 佑果梨 乾 太一朗 田中 佑果梨 乾 太一朗 田中 佑果梨 乾 太一朗 田中 佑果梨 乾 太一朗 石崎 隆太郎 乾 太一朗 石崎 隆太郎 乾 太一朗 田中 佑果梨 乾 太一朗 田中 佑果梨 乾 太一朗 田中 佑果梨 乾 太一朗 石崎 隆太郎 乾 太一朗 田中 佑果梨

37 4489 田畠　慎也 江澤　健太 田畠　慎也 江澤　健太 田畠　慎也 江澤　健太 田畠　慎也 鷲見　まどか 田畠　慎也 関　爽人 梶村　達志 関　爽人 田畠　慎也 江澤　健太 田畠　慎也 江澤　健太 田畠　慎也 江澤　健太 梶村　達志 江澤　健太 石井　衛 江澤　健太

京都大学 38 4352 高橋　裕人 大畑　祐樹 高橋　裕人 大畑　祐樹 高橋　裕人 大畑　祐樹 高橋　裕人 大畑　祐樹 高橋　裕人 大畑　祐樹 高橋　裕人 大畑　祐樹 高橋　裕人 大畑　祐樹 高橋　裕人 大畑　祐樹 高橋　裕人 大畑　祐樹 高橋　裕人 大畑　祐樹 高橋　裕人 大畑　祐樹

39 4250 五十嵐　健翔 小松　賢司 梶村　達志 関　爽人 五十嵐　健翔 小松　賢司 五十嵐　健翔 小松　賢司 五十嵐　健翔 小松　賢司 五十嵐　健翔 小松　賢司 五十嵐　健翔 小松　賢司 五十嵐　健翔 小松　賢司 五十嵐　健翔 小松　賢司 五十嵐　健翔 小松　賢司 五十嵐　健翔 小松　賢司

40 4589 平野　若菜 原田　勇毅 平野　若菜 原田　勇毅 平野　若菜 原田　勇毅 平野　若菜 原田　勇毅 平野　若菜 原田　勇毅 平野　若菜 原田　勇毅 平野　若菜 山際　晋平 平野　若菜 山際　晋平 平野　若菜 山際　晋平 平野　若菜 山際　晋平 平野　若菜 原田　勇毅

同志社大学 41 4587 渡辺　駿 三好　雅 渡辺　駿 三好　雅 渡辺　駿 三好　雅 渡辺　駿 三好　雅 渡辺　駿 三好　雅 渡辺　駿 三好　雅 渡辺　駿 上野　翔大 渡辺　駿 上野　翔大 渡辺　駿 上野　翔大 渡辺　駿 上野　翔大 渡辺　駿 三好　雅

42 4586 矢野　航志 寺内　孝明 矢野　航志 寺内　孝明 矢野　航志 寺内　孝明 矢野　航志 寺内　孝明 矢野　航志 寺内　孝明 矢野　航志 寺内　孝明 矢野　航志 寺内　孝明 矢野　航志 寺内　孝明 矢野　航志 寺内　孝明 矢野　航志 寺内　孝明 矢野　航志 寺内　孝明

43 4559 粟根　康介 橋本　駿平 粟根　康介 橋本　駿平 粟根　康介 小道　大輔 粟根　康介 小道　大輔 粟根　康介 小道　大輔 粟根　康介 小道　大輔 粟根　康介 小道　大輔 粟根　康介 小道　大輔 粟根　康介 小道　大輔 粟根　康介 小道　大輔 粟根　康介 小道　大輔

関西大学 44 4426 山本　さつき 小道　大輔 山本　さつき 小道　大輔 山本　さつき 橋本　駿平 山本　さつき 橋本　駿平 山本　さつき 橋本　駿平 山本　さつき 橋本　駿平 山本　さつき 西田　光希 山本　さつき 西田　光希 山本　さつき 西田　光希 山本　さつき 西田　光希 山本　さつき 西田　光希

45 4362 稲毛　竣哉 西田　光希 稲毛　竣哉 西田　光希 稲毛　竣哉 西田　光希 稲毛　竣哉 西田　光希 稲毛　竣哉 西田　光希 稲毛　竣哉 西田　光希 稲毛　竣哉 中島　佑樹 稲毛　竣哉 中島　佑樹 稲毛　竣哉 中島　佑樹 稲毛　竣哉 中島　佑樹 稲毛　竣哉 中島　佑樹

46 4594 山本　一徹 光森　慎之介 山本　一徹 光森　慎之介 山本　一徹 光森　慎之介 山本　一徹 光森　慎之介 山本　一徹 光森　慎之介 山本　一徹 光森　慎之介 山本　一徹 光森　慎之介 山本　一徹 光森　慎之介 山本　一徹 光森　慎之介 山本　一徹 小林　健太 山本　一徹 小林　健太

関西学院大学 47 4529 藤本　智貴 甲斐　晋平 藤本　智貴 甲斐　晋平 藤本　智貴 甲斐　晋平 藤本　智貴 甲斐　晋平 藤本　智貴 甲斐　晋平 藤本　智貴 甲斐　晋平 藤本　智貴 甲斐　晋平 藤本　智貴 甲斐　晋平 藤本　智貴 甲斐　晋平 藤本　智貴 甲斐　晋平 藤本　智貴 甲斐　晋平

48 4500 山下　万理 小林　健太 山下　万理 小林　健太 山下　万理 小林　健太 山下　万理 小林　健太 山下　万理 小林　健太 山下　万理 小林　健太 山下　万理 関　友里恵 山下　万理 小林　健太 山下　万理 有岡　翼 上野　航 光森　慎之介 上野　航 光森　慎之介

49 4495 鶴田　敦士 鈴木　音摩 鶴田　敦士 鈴木　音摩 鶴田　敦士 鈴木　音摩 鶴田　敦士 鈴木　音摩 鶴田　敦士 鈴木　音摩 鶴田　敦士 鈴木　音摩 鶴田　敦士 鈴木　音摩 鶴田　敦士 鈴木　音摩 鶴田　敦士 鈴木　音摩 鶴田　敦士 鈴木　音摩 鶴田　敦士 鈴木　音摩

近畿大学 50 4347 岡竹　諒也 西阪　皓理 岡竹　諒也 西阪　皓理 岡竹　諒也 西阪　皓理 岡竹　諒也 西阪　皓理 岡竹　諒也 西阪　皓理 岡竹　諒也 西阪　皓理 岡竹　諒也 西阪　皓理 岡竹　諒也 西阪　皓理 岡竹　諒也 西阪　皓理 岡竹　諒也 西阪　皓理 岡竹　諒也 西阪　皓理

51 4345 松村　健剛 土井　淳史 松村　健剛 土井　淳史 松村　健剛 土井　淳史 松村　健剛 土井　淳史 松村　健剛 土井　淳史 松村　健剛 土井　淳史 松村　健剛 土井　淳史 松村　健剛 土井　淳史 松村　健剛 土井　淳史 松村　健剛 土井　淳史 松村　健剛 土井　淳史

52 4510 植木　健男 上岡　拓矢 植木　健男 上岡　拓矢 植木　健男 上岡　拓矢 植木　健男 上岡　拓矢 植木　健男 上岡　拓矢 植木　健男 上岡　拓矢 植木　健男 上岡　拓矢 植木　健男 上岡　拓矢 植木　健男 上岡　拓矢 柳澤　桃子 橘　洸貴 柳澤　桃子 橘　洸貴

鳥取大学 53 4416 村井　大航 柴田　祐希 村井　大航 柴田　祐希 村井　大航 柴田　祐希 村井　大航 柴田　祐希 村井　大航 柴田　祐希 村井　大航 柴田　祐希 村井　大航 柴田　祐希 村井　大航 柴田　祐希 村井　大航 柴田　祐希 村井　大航 柴田　祐希 村井　大航 柴田　祐希

54 3945 柳澤　桃子 橘　洸貴 柳澤　桃子 橘　洸貴 柳澤　桃子 橘　洸貴 柳澤　桃子 橘　洸貴 柳澤　桃子 橘　洸貴 柳澤　桃子 橘　洸貴 柳澤　桃子 橘　洸貴 柳澤　桃子 橘　洸貴 柳澤　桃子 橘　洸貴 植木　健男 上岡　拓矢 植木　健男 上岡　拓矢

55 4523 村上　亮太 中川　貴博 村上　亮太 中川　貴博 村上　亮太 中川　貴博 村上　亮太 中川　貴博 村上　亮太 中川　貴博 村上　亮太 中川　貴博 村上　亮太 楢崎　彩賀 村上　亮太 中川　貴博 村上　亮太 楢崎　彩賀 村上　亮太 中川　貴博 村上　亮太 中川　貴博

広島大学 56 4481 笹口　和己 川原　顕吾 笹口　和己 川原　顕吾 笹口　和己 川原　顕吾 笹口　和己 川原　顕吾 笹口　和己 川原　顕吾 笹口　和己 川原　顕吾 笹口　和己 川原　顕吾 笹口　和己 川原　顕吾 笹口　和己 川原　顕吾 笹口　和己 川原　顕吾 笹口　和己 川原　顕吾

57 4382 高須　貫太 金藤　将啓 櫻田　葵香 金藤　将啓 高須　貫太 金藤　将啓 高須　貫太 金藤　将啓 高須　貫太 金藤　将啓 高須　貫太 金藤　将啓 高須　貫太 金藤　将啓 高須　貫太 金藤　将啓 櫻田　葵香 金藤　将啓 高須　貫太 金藤　将啓 高須　貫太 金藤　将啓

58 4568 森　恒太郎 西川　和毅 森　恒太郎 西川　和毅 森　恒太郎 西川　和毅 森　恒太郎 西川　和毅 森　恒太郎 西川　和毅 森　恒太郎 西川　和毅 森　恒太郎 西川　和毅 森　恒太郎 西川　和毅 森　恒太郎 西川　和毅 森　恒太郎 西川　和毅 森　恒太郎 西川　和毅

徳島大学 59 4567 津川　佳嗣 山室　達也 津川　佳嗣 山室　達也 津川　佳嗣 山室　達也 津川　佳嗣 山室　達也 津川　佳嗣 山室　達也 津川　佳嗣 山室　達也 津川　佳嗣 山室　達也 津川　佳嗣 山室　達也 津川　佳嗣 山室　達也 津川　佳嗣 山室　達也 津川　佳嗣 山室　達也

60 4392 西脇　昂汰 河合　勇輝 西脇　昂汰 河合　勇輝 浅野　峻輔 柏　潤 浅野　峻輔 柏　潤 浅野　峻輔 柏　潤 浅野　峻輔 柏　潤 小西　大輔 矢崎　希世海 小西　大輔 矢崎　希世海 小西　大輔 矢崎　希世海 西脇　昂汰 河合　勇輝 西脇　昂汰 河合　勇輝

61 4467 仲山　好 三谷　和也 仲山　好 三谷　和也 仲山　好 三谷　和也 仲山　好 三谷　和也 仲山　好 三谷　和也 仲山　好 三谷　和也 仲山　好 三谷　和也 仲山　好 三谷　和也 仲山　好 三谷　和也 仲山　好 三谷　和也 仲山　好 三谷　和也

鹿屋体育大学 62 4337 岩城　拓海 中本　悠太 岩城　拓海 中本　悠太 岩城　拓海 中本　悠太 岩城　拓海 中本　悠太 岩城　拓海 中本　悠太 岩城　拓海 中本　悠太 岩城　拓海 中本　悠太 岩城　拓海 中本　悠太 岩城　拓海 中本　悠太 岩城　拓海 中本　悠太 岩城　拓海 中本　悠太

63 4278 宇野　智貴 伊藤　愛梨 宇野　智貴 伊藤　愛梨 宇野　智貴 伊藤　愛梨 宇野　智貴 伊藤　愛梨 宇野　智貴 伊藤　愛梨 宇野　智貴 伊藤　愛梨 宇野　智貴 仲山　景 宇野　智貴 仲山　景 宇野　智貴 仲山　景 宇野　智貴 伊藤　愛梨 宇野　智貴 伊藤　愛梨

64 4597 鄭　愛梨 長尾　創真 鄭　愛梨 長尾　創真 鄭　愛梨 長尾　創真 鄭　愛梨 長尾　創真 鄭　愛梨 長尾　創真 鄭　愛梨 長尾　創真 鄭　愛梨 長尾　創真 鄭　愛梨 長尾　創真 鄭　愛梨 長尾　創真 鄭　愛梨 長尾　創真 鄭　愛梨 長尾　創真

九州大学 65 4556 佐藤　菜々恵 金子　壮太 佐藤　菜々恵 金子　壮太 佐藤　菜々恵 金子　壮太 佐藤　菜々恵 金子　壮太 佐藤　菜々恵 金子　壮太 佐藤　菜々恵 金子　壮太 佐藤　菜々恵 金子　壮太 佐藤　菜々恵 金子　壮太 佐藤　菜々恵 金子　壮太 佐藤　菜々恵 金子　壮太 佐藤　菜々恵 金子　壮太

66 4522 桑岡　育 樽谷　俊彦 桑岡　育 樽谷　俊彦 桑岡　育 樽谷　俊彦 桑岡　育 樽谷　俊彦 桑岡　育 樽谷　俊彦 桑岡　育 樽谷　俊彦 桑岡　育 樽谷　俊彦 桑岡　育 樽谷　俊彦 桑岡　育 樽谷　俊彦 桑岡　育 樽谷　俊彦 桑岡　育 樽谷　俊彦

67 4558 松田　のどか 二神　敏夫 平岡　沙希 二神　敏夫 平岡　沙希 二神　敏夫 平岡　沙希 牟田　琴美 平岡　沙希 牟田　琴美 平岡　沙希 牟田　琴美 平岡　沙希 牟田　琴美 平岡　沙希 牟田　琴美 平岡　沙希 牟田　琴美 平岡　沙希 二神　敏夫 平岡　沙希 二神　敏夫

日本経済大学 68 4480 平野　匠 野田　友哉 平野　匠 野田　友哉 平野　匠 野田　友哉 平野　匠 野田　友哉 平野　匠 野田　友哉 平野　匠 野田　友哉 平野　匠 高柳　彬 平野　匠 高柳　彬 平野　匠 高柳　彬 平野　匠 野田　友哉 平野　匠 野田　友哉

69 4407 山本　佑莉 高柳　彬 山本　佑莉 高柳　彬 山本　佑莉 高柳　彬 山本　佑莉 高柳　彬 山本　佑莉 高柳　彬 山本　佑莉 高柳　彬 山本　佑莉 佐々木　彩人 山本　佑莉 野田　友哉 山本　佑莉 野田　友哉 山本　佑莉 高柳　彬 山本　佑莉 高柳　彬

豊田自動織機海陽ヨットハーバー
11月6日
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