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ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 広島

1 2145 山本　竜二(1) 広島工業大学
ｶﾉｳ ｼﾝｼﾞ 鳥取

2 2147 加納　慎司(1) 広島工業大学
ﾀﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ 広島

3 2293 樽山　洋樹(1) 広島工業大学
ﾀﾅｶ ﾖｼﾏｻ 愛知

4 1159 田中　善將(3) 岡山大学
ｻｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ 島根

5 1946 佐佐木　裕大(1) 福山大学
ｻｶﾉ ﾘｮｳｼﾞ 島根

6 1992 坂野　亮次(1) 岡山商科大学
ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 広島

7 2049 大田　耕平(1) 広島大学
ｾｷｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 愛知

8 1690 関川　拓馬(4) 愛媛大学
ｽｴﾐﾂ ﾄﾓﾊﾙ 岡山

9 1642 末光　智晴(2) 岡山理科大学
ｻﾄｳ ｾｲﾔ 高知

10 1594 佐藤　誠也(2) 高知大学
ﾏﾙﾔﾏ ｱｷﾂｸﾞ 和歌山

11 1184 丸山　晃嗣(2) 岡山大学
ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ 広島

12 2420 福田　航希(1) 岡山大学
ｵﾀﾞ ｺｳﾀ 山口

13 1847 小田　康太(5) 徳山工業高等専門学校

ﾉﾉｼﾀ ﾕｳｼﾞ 愛媛

14 1699 埜下　雄史(2) 愛媛大学
ﾋﾛｶﾜ ﾀﾕﾄ 広島

15 2181 広川　太佑斗(1) 山口大学
ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 広島

16 2230 大森　一磨(1) 広島大学
ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 山口

17 1861 三宅　祥太(3) 山口大学
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 長崎

18 1392 森山　領次(3) 広島大学
ﾅｶﾞﾉ ｱｷﾋﾛ 熊本

19 2226 永野　明宏(1) 広島大学
ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛｼ 広島

20 1907 平山　大志(1) 広島経済大学
ｺﾀﾞﾏ ﾔｽｱｷ 広島

21 2020 児玉　靖明(1) 広島修道大学
ﾐｽﾞｼﾀ ｹｲｽｹ 宮崎

22 1881 水下　啓介(3) 山口大学
ｻﾄｳ ｶｹﾙ 長崎

23 1429 佐藤　走(2) 広島大学
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀ 愛媛

24 1283 岡田　晃太(2) 松山大学
ﾂｷﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山

25 1204 築山　知弘(2) 美作大学
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 山口

26 1864 吉田　春貴(4) 山口大学
ｶﾅｲ ﾚﾓﾝ 静岡

27 2054 金井　れもん(1) 広島大学
ﾌｼﾞﾉ ﾜﾀﾙ 岡山

28 1386 藤野　航(3) 広島大学
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 山口

29 1856 山口　量皓(2) 山口大学
ﾏｴｶﾞｷ ﾏｻﾔ 鳥取

30 1960 前垣　雅哉(3) 鳥取大学
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｽｹ 愛媛

31 1286 村上　稜将(2) 松山大学
ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾋﾃﾞ 大分

32 1530 永井　孝英(3) 岡山商科大学
ﾅｷﾞﾉ  ﾄﾓﾔ 広島

33 1784 薙野　智弥(2) 呉工業高等専門学校
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ｶｲ ﾕｳﾔ 愛媛

34 1798 甲斐　祐弥(3) 広島経済大学
ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾀ 鳥取

35 1718 神戸　勇太(3) 鳥取大学
ｸﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 福岡

36 1413 熊本　靖丈(2) 広島大学
ﾐｽﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 愛媛

37 1105 水田　大樹(2) 環太平洋大学
ｻｲｷ ﾕｳﾏ 愛媛

38 1024 佐伯　祐真(4) 環太平洋大学
ｲｼﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 愛媛

39 1909 石本　惣一朗(1) 広島経済大学
ｶﾂﾍﾞ ﾏｺﾄ 岡山

40 1156 勝部　諒(3) 岡山大学
ｺﾔﾏ ﾖｼﾄ 福岡

41 2083 小山　義人(1) 環太平洋大学
ｸﾆﾊﾗ ｺｳｷ 徳島

42 1212 椢原　功輝(3) 徳島文理大学
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