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周南公立大学 57 正選手 宮原 健史郎 みやはら けんしろう 1
周南公立大学 57 副選手 楠 虎之介 くすのき とらのすけ 1
周南公立大学 61 正選手 清水目 光生 しみずめ こうせい 2
周南公立大学 61 副選手 北村 一気 きたむら かずき 1
周南公立大学 65 正選手 小石原 央義 こいしはら ちかよし 2
周南公立大学 65 副選手 森村 晴豊 もりむら はると 3
周南公立大学 70 正選手 永松 麗 ながまつ れい 4
周南公立大学 70 副選手 西村 将希 にしむら まさき 2
周南公立大学 74 正選手 森東 大樹 もりとう たいき 3
周南公立大学 74 副選手 竹内 遼斗 たけうち はると 1
周南公立大学 86 正選手 青山 夢斗 あおやま ゆめと 4
周南公立大学 86 副選手 平野 棋薪 ひらの きしん 3
周南公立大学 97 正選手 山口 拓真 やまぐち たくま 3
周南公立大学 125 正選手 西 大悟 にし だいご 4
専修大学 57 正選手 向田 旭登 むかいだ あきと 1
専修大学 57 副選手 伊藤 翔哉 いとう しょうや 2
専修大学 65 正選手 徳力 貫太 とくりき かんた 4
専修大学 65 副選手 井勢 珠維 いせ しゅい 4
専修大学 70 正選手 西田 衛人 にしだ えいと 2
専修大学 70 副選手 伊藤 由信 いとう よしのぶ 4
専修大学 74 正選手 高原 崇陽 たかはら すばる 1
専修大学 74 副選手 藤山 海斗 ふじやま かいと 4
専修大学 79 正選手 太田 晃暉 おおた こうき 3
専修大学 79 副選手 今野 駿輔 こんの しゅんすけ 1
専修大学 86 正選手 内田 貴斗 うちだ たかと 4
専修大学 86 副選手 尾沼 翔太 おぬま しょうた 1
専修大学 97 正選手 佐藤 大斗 さとう やまと 2
専修大学 97 副選手 出田 匠 いでた たくみ 2
専修大学 125 正選手 永野 颯大 ながの そうた 1
専修大学 125 副選手 川原 大夢 かわはら ひろむ 4
大東文化大学 57 正選手 松本 陸 まつもと りく 2
大東文化大学 61 正選手 時田 一生 ときた いっせい 1
大東文化大学 61 副選手 砂田 隼兵 すなだ しゅんぺい 1
大東文化大学 65 正選手 東川 翼 ひがしかわ つばさ 1
大東文化大学 65 副選手 大矢 仁太 おおや じんた 1
大東文化大学 70 正選手 南 航志 みなみ こうし 2
大東文化大学 70 副選手 大津 拓馬 おおつ たくま 2
大東文化大学 74 正選手 貫井 賢人 ぬくい けんと 2
大東文化大学 86 正選手 村上 楓芽 むらかみ ふうが 4
大東文化大学 86 副選手 重松 大翔 しげまつ ひろと 2
大東文化大学 97 正選手 佐々木 偉琉 ささき たける 3
拓殖大学 57 正選手 山根 典哲 やまね のりあき 4
拓殖大学 61 正選手 塩谷 優 しおたに ゆう 3
拓殖大学 65 正選手 森川 海舟 もりかわ かいと 4
拓殖大学 70 正選手 谷口 智紀 たにぐち ともき 4
拓殖大学 70 副選手 有馬 鉄太 ありま てった 2
拓殖大学 74 正選手 田中 勝大 たなか まさひろ 3
拓殖大学 86 正選手 水口 竣介 みずぐち しゅんすけ 4
拓殖大学 97 正選手 三浦 哲史 みうら さとし 2
拓殖大学 125 正選手 奥村 総太 おくむら そうた 4


