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青山学院大学 57 正選手 菅沼 碧久 すがぬま りく 3
青山学院大学 61 正選手 高塚 晴成 たかつか せな 2
青山学院大学 65 正選手 掛川 泰史 かげがわ やすし 4
青山学院大学 74 正選手 稲葉 洋人 いなば ひろと 4
青山学院大学 79 正選手 豊田 哲平 とよだ てっぺい 1
青山学院大学 86 正選手 佐藤 聖希 さとう まさき 3
青山学院大学 97 正選手 西川 大智 にしかわ たいち 2
育英大学 57 正選手 髙杉 大輝 たかすぎ だいき 3
育英大学 65 正選手 柳生 達哉 やぎゅう たつや 3
育英大学 65 副選手 三谷 剛大 みたに ごうだい 2
育英大学 70 正選手 神原 諒 かんばら まこと 4
育英大学 70 副選手 本名 帝心 ほんな たいしん 1
育英大学 74 正選手 鹿糠 鉄斗 かぬか てつと 2
育英大学 74 副選手 本名 一晟 ほんな いっせい 1
育英大学 86 正選手 鈴木 爽元 すずき そうが 3
育英大学 86 副選手 吉澤 英 よしざわ あきら 2
育英大学 92 正選手 大原 和也 おおはら かずや 4
育英大学 97 正選手 佐々木 優太 ささき ゆうた 1
大阪体育大学 57 正選手 真貴 竜馬 まき りょうま 2
大阪体育大学 61 正選手 大石 佳生 おおいし かい 2
大阪体育大学 61 副選手 村山 尚吾 むらやま しょうご 2
大阪体育大学 70 正選手 今中 賀也 いまなか よしや 1
大阪体育大学 86 正選手 上田 蒼空 うえだ そら 3
神奈川大学 57 正選手 山口 叶汰 やまぐち かなた 4
神奈川大学 57 副選手 丸山 愛斗 まるやま あと 2
神奈川大学 61 正選手 鳥目 裕太 とりめ ゆうた 1
神奈川大学 61 副選手 日比野 晴斗 ひびの はると 2
神奈川大学 65 正選手 髙田 起虎 たかた きとら 3
神奈川大学 65 副選手 鈴木 雷人 すずき らいと 3
神奈川大学 70 正選手 関下 光輝 せきした こうき 3
神奈川大学 70 副選手 山本 晃聖 やまもと こうせい 3
神奈川大学 74 正選手 小林 大輝 こばやし だいき 2
神奈川大学 74 副選手 佐々木 葵伊 ささき あおい 1
神奈川大学 86 正選手 市川 アンディ いちかわ あんでぃ 3
神奈川大学 86 副選手 八木澤 侃永 やぎさわ かんえい 1
神奈川大学 97 正選手 成塚 騎士 なりづか ないと 2
神奈川大学 97 副選手 島田 京介 しまだ きょうすけ 4
関西大学 57 正選手 野坂 優太 のさか ゆうた 4
関西大学 61 正選手 浜本 歩 はまもと あゆみ 2
関西大学 65 正選手 岸田 宝來 きしだ たから 4
関西大学 70 正選手 小林 風斗 こばやし かざと 3
関西大学 74 正選手 喜多 涼真 きた りょうま 3
関西大学 86 正選手 稲本 喬弘 いなもと たかひろ 1
関西学院大学 57 正選手 内田 哲平 うちだ てっぺい 1
関西学院大学 61 正選手 今村 兼彰 いまむら けんしょう 3
関西学院大学 86 正選手 檀上 翔 だんじょう かける 2
関西学院大学 92 正選手 森田 祥平 もりた しょうへい 4


