
ブロック 所属名 選手名 選手名 所属名 ブロック R

1 79 女子 LF 九州 拓殖大学 奈須　海咲 × WP 0-5 ○ 加藤　光 東洋大学 関西 中川 山﨑 27-30 枡澤 27-30 平山 28-29 柏木 28-29 笹子 27-30 79

2 80 女子 F 日連推薦 自衛隊体育学校 並木　月海 ○ WP 5-0 × 木下　鈴花 日本体育大学 中国 平 五十嵐 30-27 花房 30-27 米良 30-27 瀬川 30-27 冨田 30-27 80

3 81 女子 B 東京 日本体育大学 成田　華 ○ WP 5-0 × 木村　萌那 日本大学 岐阜 笹子 蛯原 30-27 平山 30-27 平 30-27 咄下 29-28 中川 30-27 81

4 82 女子 Fe 日連推薦 日本体育大学 入江　聖奈 ○ RSC 1R 1:15 × 松持　亜実 日本体育大学 栃木 枡澤 冨田  米良  中川  林田  笹子  82

5 83 女子 L 日連推薦 芦屋大学 田中　鈴華 ○ WP 3-2 × 田口　綾華 自衛隊体育学校 埼玉 蛯原 林田 30-27 西垣 28-29 咄下 28-29 枡澤 30-27 瀬川 29-28 83

6 84 女子 LW 岐阜 拓殖大学 濱口　聖羅 × WP 0-5 ○ 鬼頭　茉衣 中京大学　大学院 愛知 林田 五十嵐 27-30 平山 27-30 山﨑 28-29 花房 28-29 米良 28-29 84

7 85 男子 LF 日連推薦 東京農業大学 小川　翼 × WP 2-3 ○ 松本　流星 三重県スポーツ協会 日連推薦 山﨑 笹子 30-27 平山 28-29 冨田 28-29 瀬川 27-30 蛯原 29-28 85

8 86 男子 F 関東 自衛隊体育学校 牧野　草子 ○ WP 5-0 × 小田切　駿平 芦屋大学 関西 瀬川 米良 30-27 平 29-28 花房 30-27 咄下 29-28 林田 30-27 86

9 87 男子 B 九州 専修大学 原田　周大 ○ WP 5-0 × 矢野　利哉 駒澤大学 四国 花房 五十嵐 30-27 笹子 29-28 冨田 29-28 枡澤 30-27 山﨑 29-28 87

10 88 男子 L 日連推薦 駒澤大学 西山　潮音 ○ WP 4-1 × 大畑　俊平 東洋大学 東海 柏木 米良 30-27 咄下 28-29 平山 29-28 花房 30-27 林田 30-27 88

11 89 男子 LW 日連推薦 駒澤大学 北本　隼輔 ○ WP 4-1 × 冨田　真広 自衛隊体育学校 日連推薦 咄下 枡澤 29-28 山﨑 29-28 蛯原 29-28 瀬川 28-29 中川 29-28 89

12 90 男子 W 日連推薦 自衛隊体育学校 秋山　佑汰 ○ RSC 2R 2:53 × 諏訪　竜介 中央大学 北信越 西垣 柏木  平山  花房  笹子  咄下  90

13 91 男子 M 日連推薦 自衛隊体育学校 森脇　唯人 ○ WP 5-0 × 近藤　陸 自衛隊体育学校 日連推薦 五十嵐 枡澤 30-27 中川 30-27 瀬川 30-27 冨田 29-28 蛯原 30-27 91

14 92 男子 LH 北信越 拓殖大学 天井澤　一志 × WP 0-5 ○ 若谷　豪 駒澤大学 関東 冨田 五十嵐 26-30 林田 27-30 咄下 27-30 西垣 27-30 柏木 26-30 92
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