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福岡大学 57 田代拓海 タシロタクミ 4

福岡大学 57 戸鳴巧貴 トナリコウキ 1

福岡大学 61 篠原洋介 シノハラヨウスケ 4

福岡大学 61 新垣将吾 アラカキショウゴ 1

福岡大学 61 林謙太郎 ハヤシケンタロウ 1

福岡大学 65 川上直也 カワカミナオヤ 3

福岡大学 65 竹村智貴 タケムラトモキ 2

福岡大学 65 前田啓吾 マエダケイゴ 2

福岡大学 70 玉岡拓海 タマオカタクミ 4

福岡大学 70 藤井悠也 フジイユウヤ 4

福岡大学 74 後藤泰風 ゴトウタイチ 4

福岡大学 74 嶋江健太 シマエケンタ 2

福岡大学 86 執行優大 シギョウユウダイ 3

福岡大学 86 今村太陽 イマムラアサヒ 2

福岡大学 86 北英将 キタエイスケ 1

福岡大学 86 橋本昂佑 ハシモトコウスケ 1

福岡大学 125 森恵太 モリケイタ 2

九州共立大学 57 尾藤量哉 ビトウカズヤ 3

九州共立大学 57 下田龍晴 シモダリュウセイ 2

九州共立大学 57 前田敦哉 マエダアツヤ 1

九州共立大学 61 辰島優輝 タツシマユウキ 4

九州共立大学 61 秋山拓未 アキヤマタクミ 1

九州共立大学 65 田口大輔 タグチダイスケ 4

九州共立大学 65 河口清 カワグチキヨシ 3

九州共立大学 65 鶴田紳一郎 ツルダシンイチロウ 2

九州共立大学 65 田中春輝 タナカハルキ 1
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九州共立大学 70 山本雅也 ヤマモトマサヤ 4

九州共立大学 70 光岡秀朗 ミツオカヒデアキ 4

九州共立大学 70 白濱美宗 シラハマヨシムネ 3

九州共立大学 70 三浦晃裕 ミウラアキヒロ 2

九州共立大学 74 吉田翔哉 ヨシダショウヤ 4

九州共立大学 74 勝浦胤芙煕 カツウライブキ 2

九州共立大学 86 隈部吉伸 クマベヨシノブ 4

九州共立大学 86 山﨑翔馬 ヤマサキショウマ 2

九州共立大学 86 古川裕貴 コガワユウキ 1

九州共立大学 125 藤田誠 フジタマコト 4

九州共立大学 125 饒波正眞 ノハショウマ 2

九州共立大学 125 大野健太 オオノケンタ 1

九州共立大学 125 髙橋三十郎 タカハシサンジュウロウ 1

中京学院大学 57 永本竜平 ナガモトリュウヘイ 2

中京学院大学 57 加藤雄介 カトウユウスケ 2

中京学院大学 61 大野龍之介 オオノリュウノスケ 3

中京学院大学 61 神田優人 カンダユウト 2

中京学院大学 65 加藤鷹希 カトウタカキ 4

中京学院大学 65 山本隼平 ヤマモトシュンペイ 3

中京学院大学 65 仁木智大 ニキトモヒロ 2

中京学院大学 70 田口学容 タグチガクヨウ 2

中京学院大学 74 河部直樹 カワベナオキ 3

中京学院大学 74 増川和也 マスカワカズヤ 2

中京学院大学 74 熊藤友哉 クマフジトモヤ 1

中京学院大学 86 野﨑竜陽 ノザキリュウヤ 4

中京学院大学 125 宮原尚之 ミヤハラナオユキ 4
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中京学院大学 125 岡田英将 オカダヒデマサ 1

中京学院大学 125 村田優 ムラタユウ 1

中京学院大学 125 森右秀 モリアキホ 1

日本文理大学 57 福里光 フクサトヒカル 4

日本文理大学 57 桜井龍大 サクライリュウタ 2

日本文理大学 57 山形航 ヤマガタコウ 2

日本文理大学 61 河村悠輔 カワムラユウスケ 4

日本文理大学 61 日高諒 ヒダカリョウ 2

日本文理大学 61 大兼康太 オオカネコウタ 2

日本文理大学 65 鐘ヶ江祐耶 カネガエユウヤ 4

日本文理大学 65 中西敦也 ナカニシアツヤ 2

日本文理大学 65 橋本琉雅 ハシモトリュウガ 1

日本文理大学 70 西海静 ニシカイセイ 2

日本文理大学 70 工藤隼 クドウジュン 3

日本文理大学 70 坂元怜太 サカモトレイタ 1

日本文理大学 74 武田海喜 タケダカイキ 2

日本文理大学 74 島健 シマタケシ 2

日本文理大学 74 菅原魁一 スガワラカイチ 1

日本文理大学 86 加藤一人 カトウカズト 4

日本文理大学 86 藤田力也 フジタリキヤ 2

日本文理大学 86 河津佑季 カワヅユウキ 1

日本文理大学 125 魚見友浩 ウオミトモヒロ 4

日本文理大学 125 鳥井皓介 トリイコウスケ 3

徳山大学 57 槇本大輔 マキモトダイスケ 4

徳山大学 57 小野弘運 オノヒロカズ 2

徳山大学 57 黒瀬 胤仁 クロセカズノリ 2
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徳山大学 57 髙木玲 タカギレイ 1

徳山大学 61 木佐貫斎貴 キサヌキナオキ 4

徳山大学 61 大植悠生 オオウエユウキ 1

徳山大学 65 南義将 ミナミヨシマサ 4

徳山大学 65 花光優斗 ハナミツユウト 3

徳山大学 65 濱本虎之助 ハマモトトラノスケ 3

徳山大学 65 宇野芳紀 ウノヨシノリ 2

徳山大学 65 善積築久 ヨシズミキズク 2

徳山大学 65 野口湧生 ノグチユウキ 1

徳山大学 70 堀江耐志 ホリエタイシ 3

徳山大学 70 ⾧岡楓 ナガオカカエデ 2

徳山大学 70 竹内祐斗 タケウチユウト 1

徳山大学 70 向井克典 ムカイカツノリ 1

徳山大学 74 堤正太 ツツミショウタ 4

徳山大学 74 早川耐我 ハヤカワタイガ 1

徳山大学 74 若原大輝 ワカハラダイキ 1

徳山大学 86 豊村祐豊 トヨムラヒロト 3

徳山大学 86 福岡大知 フクオカダイチ 3

徳山大学 86 武本翼 タケモトツバサ 2

徳山大学 86 寺田拓斗 テラダタクト 2

徳山大学 86 繁友廉 シゲトモレン 1

徳山大学 86 守田佳悟 モリタケイゴ 1

徳山大学 125 矢野遥己 ヤノハルキ 4

徳山大学 125 井上樹 イノウエイツキ 2

徳山大学 125 矢神雄太郎 ヤガミユウタロウ 2

徳山大学 125 垣内大征 カキウチタイセイ 1
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徳山大学 125 大黒颯斗 ダイコクハヤト 1

立命館大学 57 平永大斗 ヒラナガヒロト 3

立命館大学 57 鳥目翔太 トリメショウタ 2

立命館大学 57 橋本拓実 ハシモトタクミ 1

立命館大学 65 根本怜 ネモトレイ 4

立命館大学 65 大下玲音 オオシタレイノ 2

立命館大学 65 小川聖司 オガワセイジ 1

立命館大学 70 安江巧 ヤスエタクミ 4

立命館大学 70 小山征一郎 コヤマセイイチロウ 3

立命館大学 70 置田秀紀 オキタヒデキ 3

立命館大学 74 山口崇史 ヤマグチタカシ 2

立命館大学 74 林田大二郎 ハヤシダダイジロウ 2

立命館大学 74 久場利政 クバトシマサ 2

立命館大学 86 桝田智広 マスダトモヒロ 4

立命館大学 86 浴口慎吾 エキグチシンゴ 3

立命館大学 125 花岡明登 ハナオカアキト 1

近畿大学 57 堀内 健太 ホリウチケンタ 4

近畿大学 57 岡田大成 オカダタイセイ 4

近畿大学 57 吉岡翔一朗 ヨシオカショウイチロウ 3

近畿大学 57 諸岡顕 モロオカケン 2

近畿大学 57 榊原新大 サカキバラアラタ 1

近畿大学 57 河野恭利 カワノタカトシ 1

近畿大学 61 掃部千紘 カモンチヒロ 4

近畿大学 61 村上寛人 ムラカミカント 3

近畿大学 61 東本拓真 ヒガシモトタクマ 2

近畿大学 61 中元剛 ナカモトツヨシ 1
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近畿大学 65 一ノ本未来 イチノモトミライ 4

近畿大学 65 中村泰栄 ナカムラタイエイ 1

近畿大学 70 寺田翔樹 テラダショウキ 4

近畿大学 70 小野德士 オノトクシ 3

近畿大学 70 下地涼太 シモチリョウタ 3

近畿大学 70 田和樹 タワイツキ 2

近畿大学 70 山本大貴 ヤマモトダイキ 2

近畿大学 74 木上輝亮 キガミテルアキ 2

近畿大学 74 池田大 イケダダイ 1

近畿大学 74 越智公平 オチコウヘイ 1

近畿大学 86 真柴翔平 マシバショウヘイ 4

近畿大学 86 武藤大画 ムトウタイガ 1

近畿大学 86 前川侑介 マエカワユウスケ 1

近畿大学 125 津山丈証 ツヤマジョウショウ 4

近畿大学 125 ⾧野修平 ナガノシュウヘイ 3

近畿大学 125 杢本涼磨 モクモトリョウマ 2

関西大学 57 加藤優輝 カトウユウキ 3

関西大学 61 上太一 ウエタイチ 1

関西大学 65 大川慧輔 オオカワケイスケ 4

関西大学 65 鳥羽隆行 トバタカユキ 1

関西大学 70 松下直樹 マツシタナオキ 3

関西大学 70 脇田泰之 ワキタヤスユキ 1

関西大学 74 一瀬剣 イチノセツルギ 3

関西大学 86 脇田俊之 ワキタトシユキ 3

関西大学 86 田川勝大 タガワショウダイ 2

関西大学 125 田中颯人 タナカハヤト 2
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同志社大学 57 戸田勝己 トダカツキ 1

同志社大学 57 藤原涼雅 フジワラリョウガ 1

同志社大学 61 大前慶太 オオマエケイタ 3

同志社大学 65 萩本龍 ハギモトリョウ 4

同志社大学 65 市橋大翼 イチハシダイスケ 2

同志社大学 70 岩本巧 イワモトタクミ 3

同志社大学 70 衣笠暢晃 キヌガサノブアキ 2

同志社大学 74 増野駿 マスノシュン 2

同志社大学 74 為房虎太郎 タメフサコタロウ 2

同志社大学 86 池本泰斗 イケモトタイト 3

同志社大学 86 明原有飛 アキハラユウヒ 1

同志社大学 125 寳諸将人 ホウショマサト 2

桃山学院大学 57 栗栖宅麻 クリスタクマ 2

桃山学院大学 57 福島利樹 フクシマリキ 1

桃山学院大学 61 方杭祥汰 カタクイショウタ 3

桃山学院大学 61 三田大輝 サンダタイキ 1

桃山学院大学 61 外園直哉 ホカゾノナオヤ 1

桃山学院大学 61 渡辺廉平 ワタナベレンペイ 1

桃山学院大学 65 牛垣祐 ウシガキタスク 3

桃山学院大学 65 上段裕輝 ウワダンユウキ 2

桃山学院大学 70 大矢将輝 オオヤマサキ 4

桃山学院大学 70 出口真彦 デグチマサヒコ 4

桃山学院大学 70 早川希夢 ハヤカワノゾム 3

桃山学院大学 70 勝野公章 カツノマサアキ 2

桃山学院大学 74 村田尚彌 ムラタナオヤ 4

桃山学院大学 74 山本康嗣 ヤマモトコウシ 2
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桃山学院大学 86 伊藤貴哉 イトウタカヤ 4

桃山学院大学 86 奥田修平 オクダシュウヘイ 3

桃山学院大学 125 田端善柾 タバタヨシマサ 3

桃山学院大学 125 吉田凌矢 ヨシダリョウヤ 3

桃山学院大学 125 中村優学 ナカムラユウガク 2

関西学院大学 57 満田陸 ミツダリク 3

関西学院大学 57 鈴木登太 スズキトウタ 2

関西学院大学 57 行司喜慶 ギョウジノブヨシ 2

関西学院大学 61 西依謙作 ニシヨリケンサク 4

関西学院大学 61 弓削仁 ユゲヒトシ 3

関西学院大学 61 小林祐作 コバヤシユウサク 2

関西学院大学 65 松田優大 マツダユウダイ 4

関西学院大学 65 高野翔大 タカノショウダイ 3

関西学院大学 65 今村有希 イマムラユウキ 2

関西学院大学 70 鎌田裕貴 カマダヒロキ 4

関西学院大学 70 上啓太 ウエケイタ 1

関西学院大学 70 清野純平 セイノジュンペイ 1

関西学院大学 74 川福浩義 カワフクヒロヨシ 4

関西学院大学 74 片桐広二朗 カタギリコウジロウ 3

関西学院大学 74 山本尭永 ヤマモトアキヒサ 1

関西学院大学 86 内倉弘樹 ウチクラコウキ 2

関西学院大学 125 花岡樹 ハナオカイツキ 4

天理大学 57 松原 翼 マツバラツバサ 1

天理大学 61 森東誠二 モリトウセイジ 1

天理大学 65 泊清孝 トマリキヨタカ 3

天理大学 65 田中凱斗 タナカカイト 1
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天理大学 70 椎野里志 シイノサトシ 1

天理大学 74 山岡暉 ヤマオカヒカリ 3

天理大学 86 舛田裕城 マスダユウキ 2

天理大学 86 東直樹 ヒガシナオキ 1

天理大学 125 山本拓実 ヤマモトタクミ 3

天理大学 125 濱本大徳 ハマモトヒロノリ 3

天理大学 125 西田清真 ニシダキヨマサ 2

帝塚山大学 57 中村晟悠 ナカムラセイユウ 1

帝塚山大学 57 中村晟笙 ナカムラセイショウ 1

帝塚山大学 61 藤本龍舞 フジモトトオマ 2

帝塚山大学 65 青木莞太 アオキカンタ 4

帝塚山大学 65 中川稜河 ナカガワリョウガ 2

帝塚山大学 65 辰己槙人 タツミマキト 2

帝塚山大学 70 辻本拓真 ツジモトタクマ 1

帝塚山大学 74 杉原政和 スギハラマサカズ 3

帝塚山大学 74 喜多佳佑 キタケイスケ 2

帝塚山大学 74 大倉悠磨 オオクラユウマ 2

帝塚山大学 74 藤本豊 フジモトユタカ 1

帝塚山大学 86 藤井瀬名 フジイセナ 3

帝塚山大学 86 島田樹 シマダタツキ 3

帝塚山大学 86 大井一輝 オオイカズキ 4

帝塚山大学 125 大西一平 オオニシイッペイ 2

大阪体育大学 57 庄司工 ショウジタクミ 2

大阪体育大学 65 高橋奨哉 タカハシショウヤ 1

大阪体育大学 70 前薗渓 マエゾノケイ 1

大阪体育大学 86 木戸遥樹 キドハルキ 4
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大阪体育大学 125 鈴木友也 スズキトモヤ 3


