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ﾂﾂﾐﾓﾄ ｺｳﾍｲ 広島

1 2223 堤本　紘平(1) 広島工業大学
ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｽｹ 岡山

2 1432 金本　裕介(2) 広島大学
ｿﾀ ｺｳﾀ 島根

3 1912 曽田　康太(2) 島根大学
ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾅｵ 広島

4 1191 佐々木　伸直(4) 広島市立大学
ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ 山口

5 2124 金田　拓也(4) 下関市立大学
ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾗ 岡山

6 2103 村上　輝(1) 環太平洋大学
ｺｼｮｳﾌ ﾞｺｳｷ 広島

7 2144 小勝負　功希(1) 広島工業大学
ｾｲﾁ ﾀｶﾄｼ 山口

8 2379 勢一　貴俊(1) 環太平洋大学
ﾓﾘｿｳ ﾏｻﾖｼ 岡山

9 2348 森宗　正義(1) 川崎医療福祉大学

ｵｵﾜﾝ ｼｮｳﾍｲ 広島

10 2412 大湾　翔平(1) 広島工業大学
ﾐﾖｼ ﾄﾓﾋﾛ 香川

11 1942 三好　智大(1) 吉備国際大学
ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳ 山口

12 1255 永田　翔(3) 福山平成大学
ﾄﾖｼﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岡山

13 1649 豊嶋　純一(3) 岡山理科大学
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 岡山

14 2355 田中　智啓(1) 岡山県立大学
ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 島根

15 2099 藤田　大勲(1) 環太平洋大学
ﾑﾀ ｹｲｼ 佐賀

16 2229 牟田　圭司(1) 広島大学
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾔ 岡山

17 1640 森本　喬也(2) 岡山理科大学
ﾀｶﾀﾞ ｵｻﾑ 広島

18 2195 高田　修(1) 広島経済大学
ﾓﾘｻｷ ﾄﾓｷ 山口

19 1932 森崎　智貴(2) 宇部フロンティア大学

ｷﾑﾗ ｼｮｳｲ 大分

20 1541 木村　彰惟(2) 岡山商科大学
ｲﾏｼｹﾞ ﾀｶﾋﾛ 香川

21 2071 今重　貴博(1) 環太平洋大学
ﾅｶﾞｾ ｾｲｲﾁﾛｳ 岡山

22 1612 長瀬　清一郎(3) 広島修道大学
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 山口

23 2176 中村　奨太(1) 山口大学
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 岡山

24 1056 竹内　勇斗(3) 環太平洋大学
ﾄｼﾏ ﾀﾞｲｷ 香川

25 1031 戸島　大輝(4) 環太平洋大学
ﾌｸｼﾏ ｱｷﾗ 山口

26 2421 福嶋　晃(1) 山口大学
ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長崎

27 1429 佐藤　走(2) 広島大学
ﾔﾏｼﾞ ﾀｸﾔ 鳥取

28 1970 山地　拓哉(1) 鳥取大学
ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｼﾝ 熊本

29 1123 川口　侑臣(2) 徳山大学
ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 岡山

30 2105 森元　勇気(1) 環太平洋大学
ﾐﾔｹ ｶｽﾞﾋﾛ 高知

31 1579 三宅　和弘(4) 高知大学
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 鳥取

32 1544 中村　大輔(3) 岡山商科大学
ｵｵﾓﾘ ﾌﾐﾀｶ 愛媛

33 1301 大森　文貴(2) 松山大学
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ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 岡山

34 1379 若林　拓也(3) 広島大学
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｷ 愛媛

35 1306 岩元　勇樹(2) 松山大学
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 島根

36 1467 中村海奈斗(2) 島根大学
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 兵庫

37 1059 中川　雄太(3) 環太平洋大学
ｲｹﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 兵庫

38 1041 池田　健悟(3) 環太平洋大学
ﾖｺﾎﾞﾘ ｾｲﾔ 高知

39 2167 横堀　誠也(4) 高知大学
ｶｽｶﾞｲ ﾀｶﾋﾃﾞ 滋賀

40 1401 春日井　貴英(2) 広島大学
ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 岡山

41 1558 坂本　裕太(2) 岡山県立大学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 岡山

42 1987 小林　雄斗(1) 岡山大学
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ 岡山

43 1552 鈴木　寛也(3) 岡山県立大学
ﾄﾐﾊﾗ ﾜﾀﾙ 兵庫

44 2095 富原　航(1) 環太平洋大学
ｽｷﾞｼﾏ ﾕｳﾀ 熊本

45 1126 杉島　祐太(2) 徳山大学
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 岡山

46 1117 中川　拓也(3) 徳山大学
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀ 広島

47 1627 松村　優太(2) 広島修道大学
ｴｶﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ 岡山

48 1486 江川　達彦(4) 川崎医療福祉大学

ﾔﾏｼﾀ ｹﾞﾝﾀ 香川

49 1758 山下　玄太(2) 香川大学
ｺﾞﾝﾃﾞ ｹﾝｲﾁ 和歌山

50 2050 権出　憲一(1) 広島大学
ｺｶﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ 島根

51 1915 小加本裕真(1) 島根大学
ｺｻｶ ｶｲﾄ 岡山

52 1252 小坂　海登(3) 福山平成大学
ｻﾄｳ ﾀｶｼ 兵庫

53 1095 佐藤　嵩(2) 環太平洋大学
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 兵庫

54 1030 田中　匠(4) 環太平洋大学
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