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内藤 浩司 (日本体育大学）

1

2

3

4

5

6

7 亀卦川 洵 (金沢学院大学）

渡部 大吾 (松山大学）

金森 優太 (法政大学）

奥谷 真光 (近畿大学）

関 真彦 (金沢大学）

小泉 秀登 (筑波大学）

嘉村 昌俊 (早稲田大学）

荒木 隆宏 (立命館大学）

松丸 大輝 (帝京大学）

安田 僚 (関西学院大学）

松原 司 (龍谷大学）

藤田 遼 (龍谷大学）

小関 裕也 (東北学院大学）

森田 浩平 (九州国際大学）

小野寺 達彦 (立教大学）

矢部 拓也 (同志社大学）

東野 圭悟 (日本大学）

顧 正贇 (東京情報大学）

関口 直挙 (法政大学）

住友 聡 (東海学院大学）

山形 章悟 (龍谷大学）

佐藤 黎 (日本体育大学）

中村 隆志 (北海道教育大学旭川校）

大塚 悟司 (九州国際大学）

山本 翔太 (帝京大学）

星野 翔平 (日本体育大学）

佐藤 祐樹 (敬和学園大学）

米田 健司 (近畿大学）

山本 皓策 (筑波大学）

滝内 亮 (法政大学）

山本 翔太 (天理大学）

吉原 康司 (北翔大学）

平池 淳希 (立命館大学）

南 淳也 (同志社大学）

山口 容正 (日本大学）

丸尾 亮太郎 (早稲田大学）

名田 康平 (金沢学院大学）

山村 駿介 (日本大学）

堤 圭吾 (龍谷大学）

小森 洋佑 (中央大学）

尾野 拓郎 (法政大学）

高田 真吾 (東海学院大学）

宇野 賢人 (立命館大学）

(龍谷大学）

栗俣 知弥 (東海大学）

植田 将成

男子シングルス (1/2)

和田 周 (日本体育大学）
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小野 将治 (東北学院大学）

木戸 道治 (日本体育大学）

田村 翼 (金沢学院大学）

上原 幸也 (神奈川大学）

鈴木 大貴 (近畿大学）

三浦 昴 (法政大学）

尾崎 智洸 (龍谷大学）

大橋 擁太郎 (立命館大学）

大呂 健二 (松山大学）

大滝 直人 (日本大学）

和田 治久 (早稲田大学）

堀内 研人 (法政大学）

永野 翔太 (京都産業大学）

村松 将豪 (中京大学）

新居 克哉 (龍谷大学）

大森 康平 (日本大学）

定宗 隆一郎 (筑波大学）

松本 剛 (九州国際大学）

金城 智大 (東海学院大学）

福家 匠麻 (同志社大学）

芦澤 歩夢 (東海大学）

福島 友朗 (帝京大学）

間瀬 俊介 (法政大学）

本田 尚人 (近畿大学）

星野 貴行 (仙台大学）

宮本 樹希 (金沢学院大学）

吉村 諒 (龍谷大学）

福原 忠宣 (島根大学）

千京 尚将 (日本体育大学）

宇野 友規 (法政大学）

浅野 雅貴 (立命館大学）

伊藤 朋大 (同志社大学）

末松 純 (明治大学）

松本 あきら (日本大学）

黒田 匠馬 (筑波大学）

荒川 一真 (東海学院大学）

逢澤 良亮 (龍谷大学）

長谷川 達也 (日本体育大学）

大西 航太郎 (関西大学）

小野 拓也 (北翔大学）

小高 拓也 (日本大学）

木場 勇介 (法政大学）

上野 浩平 (敬和学園大学）

中野 裕弥 (天理大学）

遠藤 祐太 (帝京大学）

坂中 賢太 (近畿大学）

寺師 駿 (長崎大学）

16
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古賀 輝 (早稲田大学）
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