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日本大学 57 正選手 佐々木 風雅 ささき ふうが 3
日本大学 57 副選手 島谷 真和 しまや まお 2
日本大学 65 正選手 大橋 寛介 おおはし かんすけ 4
日本大学 65 副選手 宮川 航輔 みやがわ こうすけ 2
日本大学 70 正選手 渡辺 慶ニ わたなべ けいじ 3
日本大学 70 副選手 ⾧谷川 丈一郎 はせがわ じょういちろう 2
日本大学 74 正選手 硎屋 亮太郎 とぎや りょうたろう 2
日本大学 74 副選手 今村 大地 いまむら だいち 4
日本大学 79 正選手 栃倉 健人 とちくら けんと 3
日本大学 79 副選手 奥田 柊王 おくだ しゅうおう 2
日本大学 86 正選手 藤田 豪 ふじた ごう 2
日本大学 86 副選手 赤井 虎太郎 あかい こたろう 3
日本大学 97 正選手 吉田 アラシ よしだ あらし 1
日本大学 97 副選手 三井 正信 みつい まさのぶ 1
日本大学 125 正選手 藤田 龍星 ふじた りゅうせい 1
日本大学 125 副選手 ラッサボン ソークサイ らっさぼん そーくさい 4
福岡大学 57 正選手 春田 寛斗 はるた ひろと 2
福岡大学 65 正選手 片田 皓之 かただ ひろゆき 1
福岡大学 65 副選手 松本 彰仁 まつもと あきひと 1
福岡大学 70 正選手 吉田 海耶 よしだ かいや 2
福岡大学 74 正選手 岩野 駿 いわの しゅん 4
福岡大学 79 正選手 清水 聖矢 しみず せいや 2
法政大学 57 正選手 請川 胡大良 うけかわ こたろう 1
法政大学 65 正選手 仁木 勇斗 にき はやと 1
法政大学 70 正選手 穴田 禅侍 あなだ ぜんじ 3
法政大学 70 副選手 田中 典太 たなか てんた 3
法政大学 74 正選手 寺地 智睦 てらじ ともちか 2
法政大学 79 正選手 三木 翔永 みつき しょうえい 3
法政大学 86 正選手 石橋 将 いしばし しょう 2
法政大学 125 正選手 品田 陽平 しなだ ようへい 2
明治大学 57 正選手 塚田 京 つかだ けい 2
明治大学 57 副選手 葛城 壱星 かつらぎ いっせい 1
明治大学 65 正選手 太田 匠海 おおた たくみ 2
明治大学 65 副選手 加賀田 柊生 かがた しゅう 2
明治大学 74 正選手 山﨑 然生 やまさき ぜんしょう 3
明治大学 74 副選手 田村 拓斗 たむら たくと 3
明治大学 79 正選手 清水 大輔 しみず だいすけ 2
明治大学 86 正選手 岩井 知史 いわい ともふみ 2
明治大学 86 副選手 杉山 裕紀 すぎやま ゆうき 4
明治大学 92 正選手 坂井 孝太朗 さかい こうたろう 3
明治大学 97 正選手 槇井 大伍朗 まきい だいごろう 2
明治大学 97 副選手 伊藤 慧亮 いとう けいすけ 4
明治大学 125 正選手 大浦 響 おおうら ひびき 1
桃山学院大学 57 正選手 堤 啓伍 つつみ けいご 1
桃山学院大学 61 正選手 方杭 龍海 かたくい たつみ 4
桃山学院大学 74 正選手 磯田 凌 いそだ りょう 2
桃山学院大学 79 正選手 矢木 柊二 やぎ しゅうじ 4
桃山学院大学 97 正選手 森田 章義 もりた あきよし 4


