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東洋大学 57 正選手 川西 巧晟 かわにし こうせい 1
東洋大学 57 副選手 盛 大希 もり だいき 3
東洋大学 61 正選手 深水 小鉄 ふかみ こてつ 2
東洋大学 61 副選手 伊藤 凜太朗 いとう りんたろう 3
東洋大学 65 正選手 伊藤 隼 いとう しゅん 3
東洋大学 65 副選手 尾形 光駿 おがた みつとし 1
東洋大学 70 正選手 小川 統己 おがわ とうき 2
東洋大学 70 副選手 若野 秀彪 わかの ひでとら 2
東洋大学 74 正選手 葛岡 海斗 くずおか かいと 3
東洋大学 74 副選手 森崎 悠太郎 もりさき ゆうたろう 2
東洋大学 86 正選手 合田 悠悟 あいだ ゆうご 2
東洋大学 86 副選手 深谷 海斗 ふかや かいと 2
東洋大学 97 正選手 竹田 廉 たけだ れん 1
東洋大学 125 正選手 内藤 絢太 ないとう けんた 3
日本体育大学 57 正選手 弓矢 健人 ゆみや けんと 1
日本体育大学 57 副選手 弓矢 暖人 ゆみや はると 3
日本体育大学 61 正選手 田南部 魁星 たなべ かいせい 2
日本体育大学 61 副選手 山﨑 万里 やまざき ばんり 4
日本体育大学 65 正選手 清岡 幸大郎 きよおか こうたろう 3
日本体育大学 65 副選手 堤 泰樹 つつみ たいき 4
日本体育大学 74 正選手 高田 煕 たかた ひかる 3
日本体育大学 74 副選手 大野 恵太郎 おおの けいたろう 4
日本体育大学 79 正選手 小柴 伊織 こしば いおり 2
日本体育大学 79 副選手 山田 脩 やまだ しゅう 3
日本体育大学 86 正選手 髙橋 夢大 たかはし ゆうだい 3
日本体育大学 86 副選手 神原 弘渡 かんばら ひろと 2
日本体育大学 97 正選手 白井 達也 しらい たつや 4
日本体育大学 97 副選手 林 秀悟 はやし しゅうご 3
日本体育大学 125 正選手 伊藤 飛未来 いとう ひびき 4
日本体育大学 125 副選手 宮本 海渡 みやもと かいと 4
日本文理大学 57 正選手 二宮 健斗 にのみや たけと 2
日本文理大学 57 副選手 林 真央 はやし まお 1
日本文理大学 61 正選手 廣石 春樹 ひろいし はるき 1
日本文理大学 61 副選手 高山 天斗 たかやま たかと 4
日本文理大学 65 正選手 西村 龍二 にしむら りゅうじ 4
日本文理大学 70 正選手 吉永 恵二郎 よしなが けいじろう 2
日本文理大学 70 副選手 山口 大翔 やまぐち ひろと 1
日本文理大学 74 正選手 橋本 彪雅 はしもと ひょうが 2
日本文理大学 86 正選手 掛水 力 かけみず りき 3
日本文理大学 86 副選手 今富 友貴 いまとみ ゆうき 4
日本文理大学 125 正選手 中塚 健太 なかつか けんた 4


