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山梨学院大学 57 正選手 小野 正之助 おの まさのすけ 1
山梨学院大学 57 副選手 塚岡 達也 つかおか たつや 3
山梨学院大学 61 正選手 榊 流斗 さかき りゅうと 4
山梨学院大学 61 副選手 森田 魁斗 もりた かいと 2
山梨学院大学 65 正選手 荻野 海志 おぎの かいじ 1
山梨学院大学 65 副選手 冨山 悠真 とみやま ゆうま 1
山梨学院大学 70 正選手 青柳 善の輔 あおやぎ よしのすけ 3
山梨学院大学 70 副選手 鈴木 大樹 すずき だいじゅ 2
山梨学院大学 74 正選手 佐藤 匡記 さとう まさき 3
山梨学院大学 74 副選手 森川 陽斗 もりかわ はると 4
山梨学院大学 86 正選手 五十嵐 文彌 いがらし ふみや 1
山梨学院大学 86 副選手 小林 史弥 こばやし ふみや 4
山梨学院大学 97 正選手 谷崎 大造 たにざき だいぞう 3
山梨学院大学 97 副選手 澤田 雄斗 さわだ ゆうと 3
山梨学院大学 125 正選手 ソヴィット アビレイ ソヴィット アビレイ 1
山梨学院大学 125 副選手 山田 康瑛 やまだ こうえい 2
立教大学 57 正選手 坂本 大悟 さかもと だいご 2
立教大学 65 正選手 大塚 誌郎 おおつか しろう 1
立教大学 70 正選手 神山 隼多 こうやま はやた 4
立教大学 74 正選手 河村 歩 かわむら あゆむ 2
立教大学 74 副選手 稗田 龍 ひえだ りゅう 1
立教大学 79 正選手 加藤 光貴 かとう こうき 4
立命館大学 57 正選手 須藤 純哉 すどう じゅんや 3
立命館大学 61 正選手 速水 雷亞 はやみ らいあ 2
立命館大学 61 副選手 後 翔斗 うしろ しょうと 4
立命館大学 65 正選手 太田 陸斗 おおた りくと 4
立命館大学 65 副選手 前谷 颯士 まえたに そうし 1
立命館大学 74 正選手 房本 拓 ふさもと たく 3
立命館大学 74 副選手 西島 太智 にしじま たいち 1
立命館大学 79 正選手 近藤 大幹 こんどう ひろき 2
立命館大学 79 副選手 松山 亮斗 まつやま りょうと 2
立命館大学 86 正選手 寺地 怜央 てらち れお 4
立命館大学 125 正選手 水野 陽亮 みずの ようすけ 1
早稲田大学 57 正選手 山口 太一 やまぐち たいち 2
早稲田大学 57 副選手 尾西 大河 おにし たいが 1
早稲田大学 61 正選手 藤田 颯 ふじた はやと 3
早稲田大学 65 正選手 島谷 侃 しまや すなお 4
早稲田大学 74 正選手 深田 雄智 ふかだ ゆうと 3
早稲田大学 74 副選手 山路 健心 やまじ けんしん 1
早稲田大学 79 正選手 山倉 孝介 やまくら こうすけ 3
早稲田大学 86 正選手 玉岡 颯斗 たまおか はやと 3
早稲田大学 97 正選手 山崎 祥平 やまさき しょうへい 4
早稲田大学 125 正選手 北脇 香 きたわき きょう 1


