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九州共立大学 57 正選手 荒木 瑞生 あらき みずき 3
九州共立大学 57 副選手 秋山 丈翔 あきやま たける 1
九州共立大学 61 正選手 西 真生 にし まさき 4
九州共立大学 65 正選手 髙橋 斗真 たかはし とうま 4
九州共立大学 65 副選手 水島 稜介 みずしま りょうすけ 3
九州共立大学 74 正選手 古川 貴也 こがわ たかや 3
九州共立大学 74 副選手 仲松 天希 なかまつ あまき 1
九州共立大学 86 正選手 小河 健司 おがわ けんじ 4
九州共立大学 92 正選手 小尾 優弥 おび ゆうや 3
九州共立大学 97 正選手 奥田 歩希 おくだ いぶき 2
九州共立大学 97 副選手 村上 智紀 むらかみ ともき
九州共立大学 125 正選手 吉里 颯太 よしざと ふうた 1
九州共立大学 125 副選手 久保 裕次郎 くぼ ゆうじろう 2
近畿大学 57 正選手 高橋 瑠希弥 たかはし るきや 2
近畿大学 57 副選手 満永 大翔 みつなが ひろと 1
近畿大学 61 正選手 早山 光 はやま ひかる 4
近畿大学 65 正選手 小林 雄泰 こばやし ゆうだい 4
近畿大学 65 副選手 吉永 光輝 よしなが こうき 2
近畿大学 70 正選手 畔上 浩輝 あぜがみ ひろき 2
近畿大学 70 副選手 宇藤 憲峰 うとう けんほ 1
近畿大学 74 正選手 増谷 暸 ますたに りょう 2
近畿大学 74 副選手 中原 朱里人 なかはら しゅりと 3
近畿大学 86 正選手 安田 彪摩 やすだ ひょうま 1
近畿大学 97 正選手 千葉 大輝 ちば だいき 2
近畿大学 97 副選手 アブデルマレック ラッファエッロ あぶでるまれっく らっふぁえっろ 1
近畿大学 125 正選手 河村 政栄 かわむら しょうえい 3
慶應義塾大学 61 正選手 松井 滉季 まつい こうき 4
慶應義塾大学 65 正選手 匝瑳 瞬 そうさ しゅん 3
慶應義塾大学 70 正選手 平岡 大宙 ひらおか おおぞら 3
国士舘大学 57 正選手 澤谷 孟 さわたに ばん 4
国士舘大学 57 副選手 加藤 敦史 かとう あつし 1
国士舘大学 65 正選手 諏訪間 新之亮 すわま しんのすけ 4
国士舘大学 65 副選手 藤澤 汰陽 ふじさわ たいよう 1
国士舘大学 70 正選手 内山 椋太 うちやま りょうた 2
国士舘大学 70 副選手 藤田 光星 ふじた こうせい 4
国士舘大学 74 正選手 大関 寛穂 おおぜき かんすい 2
国士舘大学 74 副選手 保坂 典樹 ほさか てんじゅ 1
国士舘大学 86 正選手 奥井 真吉 おくい しんきち 4
国士舘大学 86 副選手 城所 拓馬 きどころ たくま 1
国士舘大学 92 正選手 目黒 優太 めぐろ ゆうた 3
国士舘大学 92 副選手 大泉 宗太郎 おおいずみ そうたろう 2
国士舘大学 97 正選手 加藤 大翔 かとう だいしょう 2
国士舘大学 97 副選手 持永 空弥 もちなが くうや 3
国士舘大学 125 正選手 吉村 海里 よしむら かいり 4
国士舘大学 125 副選手 西村 麻凜 にしむら まりん 4


