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1 1 今村昌倫 慶應義塾大学

CAQ100239 羽澤慎治 慶應義塾大学 今村昌倫 / 羽澤慎治

ｂye    

bye 今村昌倫 / 羽澤慎治

2 守屋達貴 法政大学 64 63  

CED100214 加藤木塁 法政大学 平林輝 / 吉田響介

3 平林輝 駒沢大学 75 75  

CAO100154 吉田響介 駒沢大学 今村昌倫 / 羽澤慎治

4 北澤拓真 中京大学 64 61  

EAU100014 山口雄矢 中京大学 北澤拓真 / 山口雄矢

5 中澤慈永 関西学院大学 61 62  

FAE100027 其田怜 関西学院大学 籔田司 / 田口涼太郎

ｂye 36 62 10-4 

bye 籔田司 / 田口涼太郎

6 籔田司 近畿大学    

FAO100017 田口涼太郎 近畿大学 田形諒平 / 弘光慎太郎

7 佐野有佑 法政大学 36 64 10-5 

CED100199 高清水研人 法政大学 佐野有佑 / 高清水研人

ｂye    

bye 佐野有佑 / 高清水研人

8 池田　光 甲南大学 60 57 10-6 

FAQ100010 高尾尚樹 甲南大学 久保田晃世 / 杉原健

9 久保田晃世 中京大学 62 76(5)  

EAU100007 杉原健 中京大学 田形諒平 / 弘光慎太郎

10 田形諒平 筑波大学 61 62  

CCL100133 弘光慎太郎 筑波大学 田形諒平 / 弘光慎太郎

11 砂田　正樹 富山大学 62 62  

DAN100001 山本　泰暉 富山大学 田形諒平 / 弘光慎太郎

ｂye 36 63 10-7 

bye 大植駿 / 松田康希

12 5～8 大植駿 関西大学    A

FAG100015 松田康希 関西大学 田形諒平 / 弘光慎太郎

13 3 白石光 早稲田大学 64 36 10-7 

CCH100216 丹下将太 早稲田大学 白石光 / 丹下将太

ｂye    

bye 白石光 / 丹下将太

14 岩原竜也 近畿大学 61 60  

FAO100002 曽川大輔 近畿大学 岩原竜也 / 曽川大輔

15 古藤嵩大 亜細亜大学 57 62 10-6 

CAC100181 権藤卓巳 亜細亜大学 白石光 / 丹下将太

16 武田大輝 松山大学 62 61  

GAX100008 濱永虎之介 松山大学 武田大輝 / 濱永虎之介

17 浦川晃 信州大学 67(5) 64 10-4 

DAI100002 戸澤郁也 信州大学 橋川　泰典 / 本村豪基

ｂye 26 61 10-6 

bye 橋川　泰典 / 本村豪基

18 橋川　泰典 日本大学    

CDX100233 本村豪基 日本大学 白石光 / 丹下将太

19 小清水拓生 慶應義塾大学 64 46 10-8 

CAQ100238 成耀韓 慶應義塾大学 小清水拓生 / 成耀韓

ｂye    

bye 小清水拓生 / 成耀韓

20 白藤成 慶應義塾大学 75 62  

CAQ100228 田中隆輔 慶應義塾大学 白藤成 / 田中隆輔

21 三上　翔平 北海学園大学 64 63  

AAF100002 石田隆将 札幌大学 小清水拓生 / 成耀韓

22 藤井航大 金沢大学 64 64  

DAE100012 新竹瞬 金沢大学 藤井航大 / 新竹瞬

23 田中瑛士 明治大学 76(5) 61 10-8 

CEH100127 藤永啓人 明治大学 大野翼 / 平川暉人

ｂye 61 75  

bye 大野翼 / 平川暉人 62 75

24 5～8 大野翼 関西大学    

FAG100012 平川暉人 関西大学

田形諒平 / 弘光慎太郎

岡垣光祐 / 柚木武
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25 5～8 山尾玲貴 関西大学

FAG100013 山中瑠樹亜 関西大学 山尾玲貴 / 山中瑠樹亜

ｂye    

bye 山尾玲貴 / 山中瑠樹亜

26 岡悠多 亜細亜大学 75 63  

CAC100183 石井智也 亜細亜大学 岡悠多 / 石井智也

27 阿部直人 福岡大学 64 64  

HAY100007 田畑佑馬 福岡大学 松田龍樹 / 仲里翼

28 斎藤一樹 東北学院大学 75 60  

BAL100008 新妻幸生 東北学院大学 田代翔 / 相馬光志

29 田代翔 鹿屋体育大学 62 60  

HAY100004 相馬光志 福岡大学 松田龍樹 / 仲里翼

ｂye 62 75  

bye 松田龍樹 / 仲里翼

30 松田龍樹 近畿大学    

FAO100025 仲里翼 近畿大学 中川舜祐 / 大田空

31 中川舜祐 法政大学 63 61  

CED100212 大田空 法政大学 中川舜祐 / 大田空

ｂye    

bye 中川舜祐 / 大田空

32 折戸　寛紀 北海学園大学 67(2) 63 10-8 

AAM100001 伊藤　昴 北海学園大学 今鷹洸太 / 吉本優太

33 今鷹洸太 慶應義塾大学 63 36 10-8 

CAQ100231 吉本優太 慶應義塾大学 中川舜祐 / 大田空

34 保坂駿太 立教大学 76(5) 75  

CEJ100154 在原迅人 立教大学 保坂駿太 / 在原迅人

35 山田直輝 愛知学院大学 75 60  

EAA100005 衣川信繁 愛知学院大学 川島颯 / 佐々木健吾

ｂye 62 62  

bye 川島颯 / 佐々木健吾

36 4 川島颯 慶應義塾大学    B

CAQ100237 佐々木健吾 慶應義塾大学 岡垣光祐 / 柚木武

37 5～8 熊坂拓哉 亜細亜大学 61 46 11-9 

CAC100173 堀内竜輔 亜細亜大学 熊坂拓哉 / 堀内竜輔

ｂye    

bye 熊坂拓哉 / 堀内竜輔

38 馬崎稜也 日本大学工学部 63 62  

BAV100005 佐々木偉琉 福島大学 大窪広海 / 福永雄大

39 大窪広海 同志社大学 62 75  

FBY100004 福永雄大 同志社大学 畠山　尚 / 増田健吾

40 田中秀明 中京大学 75 63  

EAU100013 長山海 中京大学 田中秀明 / 長山海

41 緒方優介 東北大学医学部 46 61 10-5 

BAO100019 小橋佳教 東北大学 畠山　尚 / 増田健吾

ｂye 63 64  

bye 畠山　尚 / 増田健吾

42 畠山　尚 早稲田大学    

CCH100217 増田健吾 早稲田大学 岡垣光祐 / 柚木武

43 賀川稜太 法政大学 57 63 10-5 

CED100200 田中諒弥 法政大学 賀川稜太 / 田中諒弥

ｂye    

bye 賀川稜太 / 田中諒弥

44  阿部称也 松山大学 61 61  

GAX100011 上田真央 松山大学  阿部称也 / 上田真央

45 伊東峻吾 北海道文教大学 75 64  

AAH100016 新山悠永 小樽商科大学 岡垣光祐 / 柚木武

46 三好　悦史 松山大学 61 62  

GAX100015 横田拓真 松山大学 今林亮介 / 鈴木宗生

47 今林亮介 福岡大学 62 63  

HAY100002 鈴木宗生 福岡大学 岡垣光祐 / 柚木武

ｂye 64 60  

bye 岡垣光祐 / 柚木武

48 2 岡垣光祐 法政大学    

CED100184 柚木武 法政大学


