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阿部　　萌 平井　久美子
日本体育大学④ 同志社大学③

三浦　菜緒 野田　博子 円角　育未
東北福祉大学③ 大手前大学① 中部学院大学②

中村　若菜 後藤　ひなの 雨宮　梨乃
大阪学院大学④ 日本大学③ 明治大学③

伊藤　泰良 林　　大貴 田中　伸之輔

明治大学② 愛知工業大学② 同志社大学②
鈴木　海斗 小田　将吾 中尾　亮太

明治大学④ 愛知工業大学④ 同志社大学①
塚本　岳 佐野　琢朗 高橋　周平

明治大学③ 愛知工業大学④ 同志社大学②
鄭　多仁 光部　集 生源寺　龍憲

明治大学③ 愛知工業大学② 同志社大学③
本間　佑 兼松　泰良 迫田　航季

明治大学④ 愛知工業大学① 同志社大学④
井上　俊樹 杉原　大河 渡辺　弘泰

至誠館大学② 東北福祉大学② 長崎国際大学④
吉本　翔雄 米澤　　蓮 中川　拓哉

至誠館大学① 東北福祉大学② 長崎国際大学③
林　重翔 蟬川　泰果 谷　　和也

至誠館大学① 東北福祉大学① 長崎国際大学①
髙尾　淳仁 金谷　拓実 早田　貴洋

至誠館大学② 東北福祉大学③ 長崎国際大学④
東　　大智 関　将太 安部　寛章

至誠館大学④ 東北福祉大学④ 長崎国際大学④
荒木　義和 竹田　弘登 清川　　亨

福井工業大学① 近畿大学② 中央学院大学④
丸山　颯太 中村　聡泰 坂本　柊人

福井工業大学② 近畿大学① 中央学院大学②
福山　功太 中井　庸泰 西村　　隼

福井工業大学② 近畿大学② 中央学院大学③
横井　優星 林元　将崇 沼田　　凌

福井工業大学③ 近畿大学③ 中央学院大学③
市村　　優 板東　篤司 百目鬼　光紀

福井工業大学④ 近畿大学④ 中央学院大学④
岩田　大河 吉田　泰基 馬屋原　軌一 石川　航

大阪学院大学② 日本大学④ 岡山商科大学① 日本体育大学②
若原　亮太 桂川　有人 岡﨑　凌也 樋口　匠

大阪学院大学③ 日本大学③ 岡山商科大学① 日本体育大学③
富本　虎希 植木　祥多 森﨑　公也 野口　裕太

大阪学院大学③ 日本大学② 岡山商科大学③ 日本体育大学②
砂川　公佑 清水　大成 田中　一輝 深尾　健太

大阪学院大学③ 日本大学③ 岡山商科大学③ 日本体育大学①
大嶋　　炎 木村　太一 関　　皐太 河本　力

大阪学院大学④ 日本大学③ 岡山商科大学③ 日本体育大学②
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奥河　鎭映 毛利　辰徳 鈴木　晃祐
同志社大学③ 至誠館大学③ 東北福祉大学①
佐々木　寿来 小寺　健大 岩崎　亜久竜

近畿大学③ 大阪学院大学④ 日本大学④
鈴木　辰海 落合　　凌 棚町　　駿

日本体育大学② 関西学院大学① 中部学院大学②
木村　　円 村田　朱絵里 小出　美雨

日本体育大学③ 同志社大学① 中京大学①
金野　優菜 左海　有彩 岡田　梨沙

日本体育大学① 同志社大学② 中京大学①
大村　桃葉 田村　仁美 酒井　優菜

日本体育大学① 同志社大学① 中京大学①
岡地　里香 中地　萌 清水　友莉耶

日本体育大学③ 同志社大学③ 中京大学④
松原　亜美 薮下　真衣

日本体育大学③ 同志社大学③
永江　　綾 樋口　璃乃 鈴木　海咲

東海大学九州② 東北福祉大学④ 大手前大学③
神谷　咲来 木内　真衣 安田　美佑

東海大学九州② 東北福祉大学① 大手前大学④
杉山　桃香 藤田　桃香 松本　稀亜来

東海大学九州① 東北福祉大学④ 大手前大学②
吉川　夕葉 黒田　光理 安田　祐香

東海大学九州② 東北福祉大学③ 大手前大学①
蔵座　一華 小西　瑞穂 田中　佑季

東海大学九州③ 東北福祉大学③ 大手前大学④
兼松　　亜衣 輪湖　彩華 岩崎　美紀 髙橋　幸

中部学院大学① 大阪学院大学② 日本大学① 明治大学①
荒武　飛名 姜　　智賢 星川　ひなの 石川　聖奈

中部学院大学③ 大阪学院大学④ 日本大学② 明治大学①
青井　麻瑚 北添　恵理 鈴木　磨夜 手川　美佳

中部学院大学② 大阪学院大学④ 日本大学③ 明治大学③
円角　有希 神谷　奈恵 今野　真希 関野　愛美

中部学院大学③ 大阪学院大学① 日本大学① 明治大学③
小島　彩夏 山下　真生 森　　はな 花渕　里帆

中部学院大学① 大阪学院大学③ 日本大学③ 明治大学②
中原　秀馬 熊本　侑三 篠原　仕師命 金子　優将

専修大学② 関西学院大学③ 東海大学九州③ 中部学院大学④
齊藤　耕太 藤山　大耀 中村　志凪 新井　隆一

専修大学③ 関西学院大学③ 東海大学九州③ 中部学院大学①
平本　世中 中村　鎌大 菅　　卓人 冨田　幸暉

専修大学② 関西学院大学④ 東海大学九州④ 中部学院大学①
馬渡　清也 安森　一貴 古川　雄大 三島　泰哉

専修大学④ 関西学院大学④ 東海大学九州④ 中部学院大学④
櫛山　勝弘 酒井　秀崇 坂本　隆一 服部　雅也

専修大学④ 関西学院大学④ 東海大学九州④ 中部学院大学①
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