
 

 

第56回西日本学生バドミントン選手権大会

平成２８年８月２７日－９月２日 山口県

男子シングルス－１

810

794 795

762

763

764

765

698

699

700

701

702

703

704

705

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

成富 勇太（龍谷大学）

岩崎 颯太（徳島大学）

森 蓮（九州産業大学）

高村 俊喜（熊本学園大学）

福本 拓哉（甲南大学）

杉 野 光（大阪産業大学）

森下 浩暉（愛知工業大学）

吉田 康平（立命館大学）

竹田 圭佑（信州大学）

近 本 哲（九州国際大学）

立 石 新（島根大学）

松尾 涼平（近畿大学）

清 水 敦（富山大学）

澤入 健梧（同志社大学）

山崎 竜太郎（愛媛大学）

古中 悠晴（大阪経済大学）

武 本 颯（神戸学院大学）

引地 優登（久留米大学）

古 川 築（金沢学院大学）

東 純（金沢大学）

林 航 平（広島工業大学）

西原 正崇（関西学院大学）

金山 達哉（京都産業大学）

野波 裕生（西日本工業大学）

近藤 峻矢（愛知淑徳大学）

桑原 遼太（金沢大学）

伊藤 恵悟（大阪市立大学）

吉竹 勇希（崇城大学）

錦織 圭吾（高知大学）

山 崎 拡（関西学院大学）

坂井 孝史（敬和学園大学）

饗庭 良哉（佛教大学）

坂井 拓文（大分大学）

山下 逸平（大阪産業大学）

岩 慎 也（鳥取大学）

中村 勇毅（関西大学）

仲西 祐太（福岡大学）

袋井 由樹（金沢学院大学）

森田 浩平（中京大学）

西井 健人（佐賀大学）

山田 真也（龍谷大学）

奥村 伸生（京都大学）

大 島 渉（岡山大学）

山田 涼介（大阪大学）

吉貞 真理（大阪府立大学）

天坂涼介（新潟大学）

高橋 史弥（松山大学）

林 健 太（九州大学）

濵口 洵也（大阪体育大学）

小田垣 隆伍（名古屋大学）

多賀 敦司（九州国際大学）

西嶋 眞太郎 （金沢学院大学）

柏迫 万哉（広島市立大学）

村田 直也（大阪産業大学）

折 原 凌（九州大学）

長瀬 克俊 （関西外国語大学）

大西 將暉（龍谷大学）

森吉 航平（金沢星稜大学）

麻井 恒宏（関西学院大学）

中園 優樹（佐賀大学）

高橋 克暢（愛知大学）

上門 大聖（九州共立大学）

安藤 達哉（島根大学）

内藤 智仁（近畿大学）

小川 桂汰 （敬和学園大学）

鈩 康 一（京都産業大学）

蓑田 亮介（福岡大学）

畝 智 輝（広島工業大学）

大塚 龍聖（熊本学園大学）

辰己 陽輝（大阪教育大学）

今村 恒裕（長崎国際大学）

竹内 勇樹（同志社大学）

安達 敏昭（愛知学院大学）

本多 聖矢（甲南大学）

高 橋 歩（金沢大学）

三原 慶紀（天理大学）

小 村 肇（愛媛大学）

佐藤 宏亮（甲南大学）

松 井 要（中京大学）

友水 豪志（宮崎大学）

山本 晃毅（大阪工業大学）

横田 京祐（熊本学園大学）

伊藤 良典（大阪大学）

石井 大翔（金沢学院大学）

美澄 剛生（九州国際大学）

田中 大志（日本福祉大学）

白水 智士（神戸学院大学）

小川 紘平（大阪経済大学）

鍋島 達也（松山大学）

中山 真紗也 （大阪体育大学）

小川 知仁（同志社大学）

籾井 慶亮（西南学院大学）

熊谷 陽介（信州大学）

北川 友生（京都大学）

倉重太貴（山口大学）

大槻 昭太（久留米大学）

伊藤 拓馬（大同大学）

真喜屋 英明（関西大学）

高見 康太（大分大学）

鷹本 大希（大阪市立大学）

濵井 和樹（広島大学）

小 川 仁（新潟大学）

勢瀬 拓也（立命館大学）
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吾野 文人（関西学院大学）

松永 太陽（久留米大学）

林 幸 輝（愛知淑徳大学）

千 葉 大（大阪経済大学）

伊與木 隼人 （高知工科大学）

三田佳継（琉球大学）

向江 祐貴（大阪体育大学）

島川 翔太（甲南大学）

廣田 直樹（金沢学院大学）

藤木 隆祐（徳島大学）

日和佐 登（京都大学）

太田 和邦（愛知工業大学）

西村 大樹（熊本学園大学）

関 涼 平（中京大学）

松本 岳人（大阪市立大学）

末次 幸己（九州国際大学）

大久保 彰洋（信州大学）

岩崎凛太郎（山口大学）

花牟礼 龍馬 （大阪府立大学）

岡本 雅基（岐阜経済大学）

中西 卓巳（京都産業大学）

大西 建慶（近畿大学）

佐藤 光平（佐賀大学）

西田 圭佑（高知大学）

舩 越 颯 （西日本工業大学）

石川 勇健（大阪産業大学）

木村 大二朗（近畿大学）

久米 博幸（静岡大学）

松尾 一誠（九州大学）

森 勇 介（九州産業大学）

中 西 秀（天理大学）

薦渕 海人（松山大学）

米田 翔平（立命館大学）

久保 勇也（金沢学院大学）

田鶴原 雄大（広島大学）

安本 将希（神戸学院大学）

田中 大祐（関西大学）

橋本 裕武（宮崎大学）

川田 悠李（金沢大学）

大江 悠太（大阪工業大学）

舛野 唱吾（島根大学）

敦賀 京平（大阪産業大学）

林 英 輝（大阪大学）

藤田 爽吾（九州共立大学）

鈴 木 瞭 （新潟医療福祉大学）

工藤 魁人（大分大学）

間部 徳間（関西学院大学）

井手 啓太郎 （日本福祉大学）

渡邊 大樹（同志社大学）

榎木クリスチャン （広島工業大学）

久保田 雄貴 （敬和学園大学）

峰 将 大（龍谷大学）

樋口 優介（金沢学院大学）

加藤 倫生（京都大学）

辻 孝 鴻（九州大学）

竹田 直高（同志社大学）

松 本 拓（中京大学）

宮川 大地（大分大学）

樂前 晶巳（鳥取大学）

北原 圭介（九州共立大学）

浜 本 樹（島根大学）

崎 貴 幸（大阪大学）

西尾 竜馬（富山大学）

古 澤 晋（大阪成蹊大学）

小笠原 崇紘 （神戸学院大学）

藤 正 博（福岡大学）

平岡 定典（愛媛大学）

野崎 佑太（大阪経済大学）

江川 尚志（関西学院大学）

小泉 貴哉（敬和学園大学）

尾崎 公哉（九州国際大学）

國井 颯人（立命館大学）

杉山 遥都（日本福祉大学）

佐藤 侑紀（近畿大学）

井手 晶太 （長崎総合科学大学）

高崎 瑛司（金沢大学）

中村 洸太（龍谷大学）

白石 昂大（松山大学）

稲盛 悠平（高知大学）

杉山 翔太（信州大学）

高木 宏彰（関西学院大学）

道下 祥吾（金沢星稜大学）

梶原 聡希 （京都外国語大学）

林 康 平（大阪産業大学）

甲斐 郁哉（佐賀大学）

加納 寛之（島根大学）

小野 麟太郎（久留米大学）

則武 宏樹（甲南大学）

山中 大峰（京都産業大学）

梅元 英志（熊本学園大学）

山村 知生（金沢大学）

小寺 達也（愛知淑徳大学）

日詰 晴輝（龍谷大学）

飯野 聡一郎（徳島大学）

藤田 圭偉（佛教大学）

岩元 ミライ （金沢学院大学）

前田 啓志（崇城大学）

大田 僚平（大阪教育大学）

島津宏幸（新潟大学）

濱 元 陽（九州国際大学）

福井 正樹（天理大学）

神田 光輝（鹿児島大学）

牧野 雄也（岡山大学）

高崎 雄介（同志社大学）
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清水 智彦（龍谷大学）

小島 遼平（久留米大学）

赤井 啓晟（信州大学）

牧野 紘史（徳島大学）

大塚 理収（大阪体育大学）

萬玉 駿介（大阪市立大学）

黒木 翔太（佐賀大学）

東浦 功基（甲南大学）

山口 報史（大分大学）

川島 佑貴（岐阜経済大学）

岡部 勇輝（鳥取大学）

吉井 大志（近畿大学）

酒井 隆次（金沢学院大学）

五島 健吾（愛媛大学）

金城奎吾（琉球大学）

伊藤 真暉（同志社大学）

馬場 勇気（立命館大学）

浦 聖 人（九州産業大学）

長島 弘樹（金沢大学）

森 葉 司（大阪産業大学）

加藤 彰英（福岡大学）

柴田 和紀（中京大学）

橋口 勲武（大阪大学）

赤木 駿哉（敬和学園大学）

谷本 真人（神戸学院大学）

清原 凉介（九州共立大学）

奥本 裕介（関西大学）

柘植 宏樹（名古屋大学）

小西 崇之（立命館大学）

新庄 鈴人（金沢学院大学）

林 武 志（天理大学）

竹永 周平（松山大学）

河合 壮彦（島根大学）

武田 朋也（西南学院大学）

辻 拓 海（大阪産業大学）

山本 涼司（日本福祉大学）

古賀 雄大（九州国際大学）

高橋 大輝（京都外国語大学）

濱崎 祐稀（京都大学）

大口 隼矢（愛知淑徳大学）

丸 山 諒（大阪成蹊大学）

伊藤 那月（岡山大学）

和田 侑也（九州大学）

花 井 航（京都産業大学）

重本 俊介（静岡大学）

豊田 克己（関西学院大学）

大仁田 聖（大阪経済大学）

内田真輝（広島工業大学）

福山 裕基（熊本学園大学）

中田 雄也（金沢大学）

岩 永 廉（同志社大学）

戸田 貴大（立命館大学）

樺山 裕之 （西日本工業大学）

小林 優斗（金沢大学）

大谷 唯斗（愛知淑徳大学）

川本 健太（神戸学院大学）

福池 悠人（徳島大学）

立田 智輝（大阪府立大学）

児玉悠介（新潟大学）

田中 玲央（大阪産業大学）

鍵田 翔太（広島大学）

大坪 功武（宮崎大学）

加藤 恭平（高知大学）

曽根 雄太（京都産業大学）

中原 拓也（関西学院大学）

岡山 裕生（日本福祉大学）

大木 歩望（熊本学園大学）

滝川 亮太（金沢学院大学）

石谷 洋希（京都大学）

江口諒太（山口大学）

菅 康 太（九州大学）

高見 達也（大阪市立大学）

岡澤 匡紘（大阪工業大学）

長谷部 伸洋（松山大学）

畠 山 工（龍谷大学）

藤川 海世（九州国際大学）

中 村 凌（富山大学）

片岡 憲成（県立広島大学）

人見 隆太（大分大学）

徳永 大和（近畿大学）

小杉 優太朗（同志社大学）

渡邊 祐介（崇城大学）

松並 純平（中京大学）

光井 祐人（神戸学院大学）

福本 光喜（龍谷大学）

赤田 和広（下関市立大学）

松岡 博幸（愛知工業大学）

日 高 翔（久留米大学）

森上 雄斗（愛知学院大学）

宮本 康平（甲南大学）

北浜 生也（大阪大学）

太田 快登（長崎国際大学）

岡田 哲哉（天理大学）

江口 達哉（敬和学園大学）

松井 多聞（島根大学）

塩 釜 誠（大阪教育大学）

田中 陸人（福岡大学）

大内 玲於奈（金沢大学）

新田 将大（松山大学）

池田 朋也（関西学院大学）

岩井 大彰（大阪体育大学）

納富 匡希（佐賀大学）

渡 邊 黎（金沢学院大学）
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山元 渉平（関西学院大学）

片 山 敬（愛知工業大学）

藤井 翔平（鳥取大学）

原 将 也（大阪大学）

濱 屋 樹（大分大学）

井上 宥希（金沢学院大学）

松 永 耀（甲南大学）

奥田 俊一（日本福祉大学）

川口 寛祐（龍谷大学）

税所 実祝（佐賀大学）

有馬 大貴（兵庫教育大学）

宮本雅也（広島工業大学）

牧野 樹生（京都大学）

南 康 平（大阪市立大学）

高岡 史也（久留米大学）

前川 凌哉（金沢大学）

片岡 伸晟（大阪経済大学）

渡部 圭貴（徳島大学）

田中 亮樹（金沢星稜大学）

米持 雄貴（松山大学）

吉野 雄太（立命館大学）

長 岡 燈（大阪産業大学）

山 下 優（宮崎大学）

香川 貴明（北九州市立大学）

葛城 颯太（大阪教育大学）

仲瀬 元和（中京大学）

高山拓海 （新潟医療福祉大学）

和田野 友也 （京都産業大学）

藤田 優志（島根大学）

中家 拓巳（敬和学園大学）

繪野 宏章（甲南大学）

吉田 賢矢（天理大学）

高松 佑一（福岡大学）

福田 晋也（九州国際大学）

牛尾 祐貴（同志社大学）

柴野 誠也（高知大学）

鍵谷 由希（関西学院大学）

南 剛 志（九州大学）

本間雄大（新潟大学）

的場 友宏（龍谷大学）

米倉 義明（神戸学院大学）

伊部 仁瑛（崇城大学）

田口 啓明（愛知淑徳大学）

土山拓郎（山口大学）

山 崎 陸（関西大学）

高島 慶一（金沢大学）

林 秀 親（大阪産業大学）

新屋 弘也（九州共立大学）

田村 岳之（香川大学）

中西 圭宙（近畿大学）

松山 陽祐（信州大学）

上村 浩平（熊本学園大学）

成田 佑二（中京大学）

谷山 昌敏 （関西外国語大学）

林 昌 輝（大分大学）

中安 俊文（甲南大学）

宮崎 大夢（松山大学）

大迫 拓斗（熊本学園大学）

寺脇 慎悟（同志社大学）

藤本 拓也（愛知学院大学）

赤田 尚輝（関西学院大学）

薬師寺 壮大（岡山大学）

藤井 基晴（九州大学）

後 藤 樹（金沢学院大学）

瀬戸 大地（佛教大学）

五十嵐伊吹（新潟大学）

舩倉崇太（広島工業大学）

岡崎 大成（大阪体育大学）

奥田 勝吾（神戸学院大学）

中本 勝也（九州国際大学）

竹岡 房樹（愛知淑徳大学）

福島 和明（大阪産業大学）

間柴 亮太（九州産業大学）

伊藤 泰佑（金沢大学）

松井 大晟（近畿大学）

橋本 太郎（島根大学）

大塚 慎也（大阪経済大学）

丸山 直緒（福岡大学）

藤井 一貴（立命館大学）

吉田 啓人（信州大学）

江川 昂志（九州国際大学）

永田 優生（大阪工業大学）

薮 翔 真 （長崎総合科学大学）

堤 瑛 哉（大阪教育大学）

水ノ江 慎兵（大阪大学）

森 田 惇（中京大学）

三宅 裕稀（鳥取大学）

渡邉 悠斗（金沢学院大学）

永島 拓巳（九州共立大学）

中島 拓哉（龍谷大学）

有田 聖矢（鹿児島大学）

駒井 将司（東海学院大学）

原田 駿平（関西学院大学）

塚本 史宜（久留米大学）

石崎 啓資（愛媛大学）

福田 康朗（天理大学）

新澤 佑太（富山大学）

木村 拓哉（大阪府立大学）

西部 諒太（京都産業大学）

森 祥 吾（熊本学園大学）

星野 達也（広島大学）

錦 野 誠（愛知大学）

東 優 太（同志社大学）
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内田 裕太郎（龍谷大学）

岡山 純也（熊本学園大学）

友松 南斗（広島市立大学）

大矢根 佑樹（関西大学）

百 瀬 澪（敬和学園大学）

淮田 直宏（神戸学院大学）

日野本充宏（福岡大学）

小柳 良輔（日本福祉大学）

野村 正明（甲南大学）

中野 陽太（九州国際大学）

井関 一真（大阪体育大学）

松 村 響（鳥取大学）

小倉 一真（金沢大学）

串 崎 翔（大阪産業大学）

田原 誓弥（金沢学院大学）

塩田 七海（岡山大学）

大石 尭也（佐賀大学）

土井 青空（京都大学）

後 藤 匠（富山大学）

中江 健太（西日本工業大学）

山本 将太（大阪市立大学）

井上 寛規（中京大学）

秀岡 裕治（久留米大学）

今井 崚太（大阪府立大学）

福原 雄志（関西学院大学）

中村 洋平（大阪大学）

道 上 涼（金沢大学）

一 木 翼（西南学院大学）

樺澤直人（新潟大学）

遠山 涼平（佛教大学）

大竹 公哉（同志社大学）

江口 恵哉（松山大学）

松田 千輝（大分大学）

吉村 雄介（徳島大学）

後藤 裕太（龍谷大学）

谷井 俊介（大阪産業大学）

吉川 岳志（信州大学）

飼鳥 一樹（天理大学）

山口 晋平（九州大学）

榊原 聡真（名古屋大学）

田浦 佳汰（京都産業大学）

神 谷 亘（島根大学）

松 田 力（近畿大学）

宮 坂 航（宮崎大学）

野村 陸人（神戸学院大学）

長澤 俊介（愛知大学）

長谷川 耀（広島大学）

榎本 光佑（大阪工業大学）

岩上 京太郎 （金沢学院大学）

山中 陽向（九州国際大学）

畠山 主税（立命館大学）

新 宗 樹（金沢学院大学）

大手 涼平（大分大学）

繁昌 延諭（大阪体育大学）

村瀬 夢之介（龍谷大学）

杉本 隆太（金沢大学）

森田聖也（琉球大学）

永 井 光（愛媛大学）

髙橋 佑典（愛知工業大学）

本庄 健朗（徳島大学）

中 路 晟（大阪経済大学）

西 川 徹（関西学院大学）

安 永 紘（崇城大学）

向 井 良（大阪産業大学）

山 岸 哲（中京大学）

小田祐太（広島工業大学）

荒 川 隼（同志社大学）

筒塩 優人（佐賀大学）

浦川 大吾（鳥取大学）

久保 勇也（京都大学）

渡部 翔大（松山大学）

福井 一風（大阪教育大学）

河村 泰雅 （関西外国語大学）

輿 石 悠（敬和学園大学）

梅 世 哲（大阪大学）

加 藤 岳（新潟医療福祉大学）

進 藤 輝（福岡大学）

宮崎 亮太（久留米大学）

水口 恭兵（立命館大学）

大町 康太（金沢学院大学）

小川 愛哉（大阪市立大学）

瀧 上 輝（高知大学）

児玉 悠暉（熊本学園大学）

弓長 英博（関西学院大学）

井崎 雄介（甲南大学）

高野 陽介（愛知淑徳大学）

甲 斐 一（松山大学）

東 幸 亮（天理大学）

加 藤 敦（信州大学）

武生 卓也（九州国際大学）

井原 弘貴（愛知学院大学）

宮成 巧汰（九州共立大学）

頼成 泰亮（京都産業大学）

山本謙士郎（山口大学）

佐藤 尭俊（長崎国際大学）

戸田 雅大（神戸学院大学）

伊藤 賢司（島根大学）

中山 和紀（近畿大学）

渋谷光年（新潟大学）

上中 知也（関西大学）

田頭 良浩（九州大学）

澤 田 陸（金沢星稜大学）

河内 達哉（同志社大学）
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酒井 拓登（近畿大学）

石田 拓巳（福岡大学）

橋本 季幸（島根大学）

田中 佑貴（龍谷大学）

上田 基揮（愛知工業大学）

堀田 瑛仁（九州大学）

杉本 陽太（立命館大学）

占部 圭祐（九州共立大学）

山崎 隼輔（金沢大学）

矢 野 司（大阪産業大学）

大月 裕介（敬和学園大学）

徳永 賢人（佛教大学）

由宇将剛（広島工業大学）

後藤 慶亮（大分大学）

吉川 直志（愛媛大学）

村岡 誠也（大阪教育大学）

吉 川 諒（天理大学）

本多 功蓉（中京大学）

石岡 智稀（西日本工業大学）

山田 夏生（大阪経済大学）

畑瀬 尚之（信州大学）

瓦井 太雄（大阪市立大学）

濱松 洋成（九州国際大学）

上條 秀樹（東海学院大学）

岩原 賢享（松山大学）

山下 大輔（関西学院大学）

稲迫 勇司（大阪産業大学）

佐藤 宗紀（九州産業大学）

福 澤 嵐（日本福祉大学）

石川 泰成（関西学院大学）

千北 雅彦（高知工科大学）

渋 谷 巽（金沢学院大学）

吉 田 聖（大阪体育大学）

本岡 洋祐（兵庫教育大学）

広瀬 裕也（高知大学）

曽我 颯星（愛知学院大学）

福田 太智（大阪大学）

古 賀 亘（佐賀大学）

中 嶋 遼（関西大学）

田邊 公規（甲南大学）

中 村 航（中京大学）

西田 仁成（崇城大学）

中里 李乃（同志社大学）

村上 堅也（徳島大学）

木元 瑛介（久留米大学）

水石 洋美（鳥取大学）

松田 庄太（神戸学院大学）

梅田 大夢（愛知淑徳大学）

松浦 拓巳（京都産業大学）

日元 二千翔 （熊本学園大学）

竹 島 徹（金沢大学）

朝岡 渉太（龍谷大学）

荒井 大輝（金沢学院大学）

金城 昌志（九州共立大学）

佐藤 康平（立命館大学）

八木 修平（静岡大学）

百田 宗一郎 （西南学院大学）

矢野 博之（松山大学）

木村 文紀（甲南大学）

上山竜之介（新潟大学）

佐々木 聖史（近畿大学）

宮地 成就（広島大学）

本 凱 斗（九州国際大学）

福島 大賀 （京都外国語大学）

藤田 将徳（同志社大学）

小川 航平（佐賀大学）

田中 祐聖（関西学院大学）

梶谷 敦也（岡山大学）

森原 康太（宮崎大学）

半田 龍之介（金沢大学）

大 場 賢（大阪体育大学）

吉 田 透（京都産業大学）

永井 翔也（愛知淑徳大学）

平田 篤司（香川大学）

宮本 一輝（大阪経済大学）

佐藤 美貴也（信州大学）

眞鍋 大輝（天理大学）

浦 田 大（久留米大学）

橋本 佳樹（大分大学）

山下 康介（金沢学院大学）

宮内 大成（大阪工業大学）

金児 直哉（中京大学）

前田 祐貴（大阪産業大学）

宮野 拓哉（大阪大学）

古田聖季（広島工業大学）

中山 雄樹 （長崎総合科学大学）

三宅 航平（大阪成蹊大学）

福 島 将（鹿児島大学）

板垣拓也 （新潟医療福祉大学）

向山 幹人（甲南大学）

宮原 佳祐（熊本学園大学）

松下 健太郎 （神戸学院大学）

山本 昌範（島根大学）

小林 滉平（京都大学）

満原 大河（九州国際大学）

細川 雄司（敬和学園大学）

石黒 貴司（同志社大学）

今尾 信之（金沢大学）

中村 聖也（龍谷大学）

最 所 剛（九州大学）

中 崎 翔（山口大学）

島田 昂幸（岐阜経済大学）

北里 元輝（関西学院大学）
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坂口 拓未（龍谷大学）

稲津 佳希（徳島大学）

原 善 克（中京大学）

西出 梧朗（金沢大学）

柿本 恭平（同志社大学）

山田 智博（九州国際大学）

田中 海翔（大阪経済大学）

志垣 裕斗（福岡大学）

市川 浩太郎 （敬和学園大学）

江連 海斗（神戸学院大学）

喜多 祐斗（久留米大学）

岡 村 充（羽衣国際大学）

谷澤 光太郎（島根大学）

松浦 健司（京都産業大学）

大村 尚弘（金沢学院大学）

池田 達馬（九州産業大学）

古川 翔太（鳥取大学）

竹房 朋大（日本福祉大学）

松谷 敏樹（大阪教育大学）

宮原 彰太（名古屋市立大学）

竹内 慎哉（関西学院大学）

宮城 恒太郎（岡山大学）

幟立 祐希（大分大学）

小西 遥介（立命館大学）

神 山 武 （関西外国語大学）

鈴木 慎也（松山大学）

長濱 健太（龍谷大学）

立石 桐茉（九州共立大学）

清水 優大（大阪府立大学）

山内 涼雅（愛知淑徳大学）

平井 洸気（天理大学）

倉 知 之（佐賀大学）

高瀬 世慈（甲南大学）

樽田亮慶（広島工業大学）

西 行 和（金沢大学）

吉 田 努（九州大学）

中村 道也（信州大学）

日笠 一穀（大阪産業大学）

曽田 剛至（熊本学園大学）

坂本 未希弥 （金沢星稜大学）

大西 和歩（大阪大学）

山 崎 翔（愛媛大学）

岡本涼太（琉球大学）

友 松 駿 （京都外国語大学）

笠井 翔也（島根大学）

牧野 晃大（大阪体育大学）

小森園 大智 （関西学院大学）

宇佐見 優輝（愛知大学）

吉野 貴亮（近畿大学）

八反田 拓人（鹿児島大学）

大 堀 新（金沢学院大学）

國本 遼太郎 （京都産業大学）

桑山 啓輔 （西日本工業大学）

瀬山貴之 （新潟医療福祉大学）

鈴木 健策（神戸学院大学）

水野 史也（愛知工業大学）

江戸 智哉（関西学院大学）

三 森 迅（高知工科大学）

松浦 賢太（大阪工業大学）

小野 太士（九州国際大学）

中村 友彦（下関市立大学）

徳田 勝之（大阪産業大学）

川越 太道（大分大学）

岸 健 次（富山大学）

中村 大志（龍谷大学）

中居 諒也（島根大学）

瀧本 凌太郎 （九州共立大学）

森澤 翔太（崇城大学）

北村 康弥（立命館大学）

佐藤 佑太（愛知淑徳大学）

濱岡 航平（同志社大学）

佐藤 沢馬（中京大学）

髙橋講次（山口大学）

潤井 泰斗（大阪大学）

杉 田 陸（福岡大学）

森下 潤也（天理大学）

久保田 昇吾 （金沢学院大学）

堀田 一輝（大阪体育大学）

松田 恭佑（長崎国際大学）

数井 皓大（日本福祉大学）

中村 洋貴（京都大学）

次田 龍世（松山大学）

縄稚 崚太（関西学院大学）

後藤竜也（新潟大学）

坂口 海斗（九州国際大学）

松尾 健志（大阪市立大学）

樋 口 翼（金沢大学）

瀧川 尋斗（大阪産業大学）

長尾 一樹（徳島大学）

堤 琢 馬（京都産業大学）

山本 裕介（大阪経済大学）

山下 鉄郎（佐賀大学）

安 田 健（金沢学院大学）

藤原 拓海（岡山大学）

南京 孝実（近畿大学）

絵面 雄司（敬和学園大学）

渡部 雄貴（関西大学）

池部 雅史（熊本学園大学）

園田 将吾（甲南大学）

今村 悠希（信州大学）

池内 遼太（西南学院大学）

深木 一磨（高知大学）

西 坂 昇（同志社大学）
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仮屋 健人（久留米大学）

藤原大輝（広島工業大学）

平塚 尚紀（関西大学）

百瀬 大樹（信州大学）

貞廣 祥平（大阪工業大学）

小池 和希（佐賀大学）

小牟田 宏樹 （神戸学院大学）

潟端 雅史（金沢学院大学）

新木本 将吾（天理大学）

服部 一毅（愛媛大学）

舩津丸 悟 （長崎総合科学大学）

上田 琢真（愛知淑徳大学）

山内 卓矢（大阪大学）

小高 一純（敬和学園大学）

梅野 椋司（松山大学）

玉置 祐人（大阪経済大学）

古賀 駿一（九州共立大学）

井出 慎輝（富山大学）

三坂裕真 （関西外国語大学）

村上 佳大（島根大学）

三原 千輝（大阪産業大学）

北村 星哉（近畿大学）

鈴 龍 星（大分大学）

堀 正 伸（関西学院大学）

福 田 翔（崇城大学）

古田 将也（中京大学）

佐藤 正基（大阪産業大学）

小幡晃司（新潟大学）

能見 太郎（九州産業大学）

大野 友輔（徳島大学）

財城 亮太（立命館大学）

高田 悠真（神戸学院大学）

近 藤 司（大同大学）

森 瑞 帆（静岡大学）

内田 勝也（熊本学園大学）

桐 原 望（甲南大学）

髙木 健太郎 （京都産業大学）

梶井 伸之介（九州大学）

有吉 優斗（広島市立大学）

目時 潤也（京都大学）

田口 幸太（九州国際大学）

濵﨑康平（山口大学）

桐田 啓吾（金沢学院大学）

河野 仁平（大阪教育大学）

佐 藤 仁（宮崎大学）

森田 啓介（高知大学）

北村 智孝（龍谷大学）

佐藤 大地（金沢大学）

中 井 慧（大阪市立大学）

谷口 祐斗（福岡大学）

土田 玲央（日本福祉大学）

大島 侑也（同志社大学）

藤井 湧真（高知大学）

岡本 裕史（愛知工業大学）

馬場 将大（大阪経済大学）

岳野 大知（敬和学園大学）

香月 良太（大阪教育大学）

淺原 貴士（大分大学）

高宮 渉吾（同志社大学）

木村 雄馬 （西日本工業大学）

高柳 拓真（大阪府立大学）

山本 悠介（徳島大学）

阿部 柊斗（龍谷大学）

酒井 良之輔（中京大学）

島添 大地（崇城大学）

増 田 崇（京都大学）

冨田 亮介（熊本学園大学）

菊池 佑太（金沢学院大学）

播磨 拓実（大阪体育大学）

神野 正哉（松山大学）

神 谷 諭（愛知淑徳大学）

村田 篤紀（大阪市立大学）

渡邊 航太（久留米大学）

廣田 真也（関西学院大学）

山 口 亮（金沢大学）

溝上 順平（鹿児島大学）

梶谷 達也（岡山大学）

菊地 恭平（天理大学）

岩田 翔梧（佛教大学）

中川 和希（甲南大学）

柳谷 朋希（愛媛大学）

濱 崎 駿（九州国際大学）

坂尻 銀次郎（大阪大学）

小原 慶祐（岐阜経済大学）

森 大 輔（金沢星稜大学）

山中 泰志（大阪産業大学）

山本 達也（九州大学）

網 野 豊（金沢学院大学）

竹内 裕哉（関西学院大学）

石尾 和也（島根大学）

土田 健司（鳥取大学）

高阪 清史（佐賀大学）

馬場 浩市（近畿大学）

谷川稀一（新潟大学）

常石 剛平（京都産業大学）

松岡 恭兵（熊本学園大学）

齊 木 惇（愛知学院大学）

國藤 幹生（龍谷大学）

渕上 優介（福岡大学）

卯辰 一馬（神戸学院大学）

清水 雄太（金沢大学）

楠瀬 陸也（広島大学）

新本 将大（立命館大学）


