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中央大学 57 正選手 芹沢 雄生 せりざわ ゆうき 3
中央大学 57 副選手 小澤 楽翔 おざわ がくと 1
中央大学 61 正選手 佐藤 大夢 さとう ひろむ 1
中央大学 61 副選手 小川 潤大 おがわ じゅんた 2
中央大学 65 正選手 土井 璃音 どい りおん 4
中央大学 65 副選手 草間 正汰 くさま しょうた 3
中央大学 70 正選手 岩切 徳丸 いわきり とくまる 2
中央大学 70 副選手 山路 太心 やまじ たいしん 1
中央大学 74 正選手 小田桐 和真 おだぎり かずま 3
中央大学 74 副選手 林 拳進 はやし けんしん 1
中央大学 86 正選手 阿部 光 あべ ひかる 3
中央大学 86 副選手 村島 克哉 むらしま かつや 4
中央大学 97 正選手 中里 優斗 なかさと ゆうと 2
中央大学 97 副選手 濱田 豊喜 はまだ とよき 1
中央大学 125 正選手 出頭 海 しゅっとう かい 3
中央大学 125 副選手 笹岡 龍馬 ささおか りょうま 4
中京学院大学 57 正選手 山下 修誠 やました しゅうせい 1
中京学院大学 61 正選手 宮崎 隼年 みやざき はやと 3
中京学院大学 61 副選手 中井 晴斗 なかい はると 2
中京学院大学 65 正選手 武元 良樹 たけもと よしき 4
中京学院大学 70 正選手 松川 匠汰 まつかわ しょうた 3
中京学院大学 74 正選手 早川 瑞起 はやかわ みずき 1
中京学院大学 86 正選手 濱田 浩暉 はまだ こうき 3
中京学院大学 97 正選手 ⾧友 大生 ながとも たいき 2
中京学院大学 125 正選手 佐々岡 誇仁 ささおか たかと 2
帝塚山大学 57 正選手 沼田 将吾 ぬまた しょうご 1
帝塚山大学 57 副選手 安達 侑生 あだち ゆうき 2
帝塚山大学 65 正選手 中本 公平 なかもと こうへい 3
帝塚山大学 65 副選手 乾 翔馬 いぬい しょうま 1
帝塚山大学 70 正選手 川添 寛太 かわぞえ かんた 3
帝塚山大学 74 正選手 新藤 真豊 しんどう まなと 2
帝塚山大学 74 副選手 松村 慎太朗 まつむら しんたろう 3
帝塚山大学 86 正選手 矢﨑 元也 やさき もとや 3
帝塚山大学 92 正選手 吉田 奨健 よしだ しょうけん 2
帝塚山大学 125 正選手 沖野 雷斗 おきの らいと 3
帝塚山大学 125 副選手 渡部 克希 わたなべ かつき 1
天理大学 57 正選手 稲垣 晴貴 いながき はるき 1
天理大学 65 正選手 新妻 響 にいつま ひびき 1
天理大学 70 正選手 占部 颯真 うらべ そうま 3
天理大学 74 正選手 山口 翔生 やまぐち かなう 1
天理大学 79 正選手 毛利 太紀 もうり たいき 4
天理大学 86 正選手 田中 幹人 たなか みきと 3
天理大学 97 正選手 梶浦 敦規 かじうら あつき 3
天理大学 125 正選手 大石 希 おおいし のぞみ 4
同志社大学 57 正選手 志村 宗 しむら しゅう 2
同志社大学 57 副選手 大北 凌 おおきた りょう 1
同志社大学 61 正選手 小泉 瑛士 こいずみ えいし 1
同志社大学 65 正選手 森本 理斗 もりもと あやと 2
同志社大学 70 正選手 佐⾧ 拓未 さなが たくみ 4
同志社大学 74 正選手 奥村 陽 おくむら よう 2
同志社大学 86 正選手 飯沼 啓将 いいぬま けいしょう 3
同志社大学 86 副選手 山本 耕平 やまもと こうへい 2
同志社大学 97 正選手 内田 柊二 うちだ しゅうじ 1


