
ブロック 所属名 選手名 選手名 所属名 ブロック R

1 58 女子 Fe 日連推薦 日本体育大学 入江　聖奈 ○ RSC 2R 1:54 × 美坂　穂香 青森大学 青森 中川 咄下 9-10 瀬川 9-10 山﨑 9-10 米良 9-10 冨田 9-10 58

2 59 女子 Fe 栃木 日本体育大学 松持　亜実 ○ RSC 1R 1:54 × 加藤　真白 一宮研伸大学 愛知 花房 林田  平山  五十嵐  笹子  中川  59

3 60 女子 L 日連推薦 芦屋大学 田中　鈴華 ○ RSC 1R 0:47 × 黒田　史音 国際医療福祉大学 栃木 柏木 瀬川  山﨑  西垣  冨田  蛯原  60

4 61 女子 L 岩手 拓殖大学 金野　綾乃 × WP 0-5 ○ 田口　綾華 自衛隊体育学校 埼玉 笹子 林田 27-30 五十嵐 27-30 咄下 27-30 平山 27-30 米良 28-29 61

5 62 女子 LW 埼玉 早稲田大学 髙橋　美波 × WP 0-5 ○ 鬼頭　茉衣 中京大学　大学院 愛知 山﨑 柏木 27-30 中川 27-30 花房 27-30 枡澤 27-30 西垣 27-30 62

6 63 男子 LF 日連推薦 東京農業大学 小川　翼 ○ WP 5-0 × 岩佐　亮吾 同志社大学 北信越 平山 五十嵐 30-27 枡澤 30-27 平 30-27 中川 30-27 蛯原 30-27 63

7 64 男子 LF 四国 拓殖大学 武市　大樹 × WP 0-5 ○ 松本　流星 三重県スポーツ協会 日連推薦 枡澤 西垣 27-30 笹子 28-29 咄下 27-30 冨田 27-30 柏木 27-30 64

8 65 男子 F 四国 駒澤大学 鈴木　丈太朗 × WP 0-5 ○ 牧野　草子 自衛隊体育学校 関東 林田 柏木 27-30 米良 27-30 瀬川 27-30 山﨑 27-30 五十嵐 27-30 65

9 66 男子 F 関西 芦屋大学 小田切　駿平 ○ WP 5-0 × 河本　航太生 法政大学 九州 西垣 瀬川 30-27 花房 29-28 柏木 29-28 咄下 30-27 平山 30-27 66

10 67 男子 B 九州 専修大学 原田　周大 ○ WP 4-1 × 横山　葵海 拓殖大学 関西 笹子 冨田 29-28 五十嵐 30-27 西垣 30-27 枡澤 29-28 平 28-29 67

11 68 男子 B 四国 駒澤大学 矢野　利哉 ○ WP 4-1 × 藤田　時輝 駒澤大学 関東 冨田 米良 29-28 中川 29-28 蛯原 29-28 花房 27-30 平山 29-28 68

12 69 男子 L 日連推薦 駒澤大学 西山　潮音 ○ WP 5-0 × 川上　海音 駒澤大学 北海道 平 笹子 29-28 林田 30-27 瀬川 30-27 五十嵐 30-27 西垣 30-27 69

13 70 男子 L 北信越 立命館大学 前田　陸空 × RSC-I 3R 1:52 ○ 大畑　俊平 東洋大学 東海 蛯原 冨田  平山  米良  枡澤  花房  70

14 71 男子 LW 日連推薦 駒澤大学 北本　隼輔 ○ WP 5-0 × 由良　謙神 東洋大学 関西 瀬川 中川 30-27 咄下 29-28 平 29-28 山﨑 29-28 笹子 29-28 71

15 72 男子 LW 北信越 拓殖大学 金巻　昂樹　 × WP 0-5 ○ 冨田　真広 自衛隊体育学校 日連推薦 米良 柏木 28-29 花房 28-29 枡澤 27-30 蛯原 28-29 西垣 28-29 72

16 73 男子 W 日連推薦 自衛隊体育学校 秋山　佑汰 ○ WP 5-0 × 石灘　隆哉 エイベックス㈱ 東海 山﨑 冨田 30-27 瀬川 30-27 中川 30-27 林田 30-27 咄下 30-27 73

17 74 男子 W 北信越 中央大学 諏訪　竜介 ○ WP 4-1 × 梁　章太 東京農業大学 関西 西垣 五十嵐 30-27 枡澤 29-28 花房 29-28 米良 28-29 平 29-28 74

18 75 男子 M 日連推薦 自衛隊体育学校 森脇　唯人 ○ WP 5-0 × 田中　廉人 自衛隊体育学校 日連推薦 咄下 林田 30-27 平山 29-28 蛯原 30-27 瀬川 30-27 冨田 30-27 75

19 76 男子 M 日連推薦 自衛隊体育学校 近藤　陸 ○ WP 4-1 × 鳥谷部　魁 拓殖大学 東北 米良 柏木 29-28 枡澤 29-28 平 29-28 笹子 28-29 西垣 29-28 76

20 77 男子 LH 北信越 拓殖大学 天井澤　一志 ○ WP 4-1 × 新田　隆人 鹿児島県スポーツ協会 日連推薦 五十嵐 山﨑 29-28 咄下 29-28 中川 29-28 林田 28-29 花房 29-28 77

21 78 男子 LH 関東 駒澤大学 若谷　豪 ○ KO 3R 1:24 × ウエノ　リュウイチ 中央大学 東海 蛯原 枡澤  米良  笹子  西垣  瀬川  78
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