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確定記録

第61回全日本学生ｱｰﾁｪﾘｰ男子王座決定戦
順位 所属先 RR 1/16 1/8 1/4 1/2 ｺﾞｰﾙﾄﾞ

1 日体大 日本体育大学
戸松 大輔 トマツ ダイスケ
松川 智哉 マツカワ トモヤ
青島 鉄也 アオシマ テツヤ

1,942-02 -ﾊﾞｲ- 6 6 6 6

2 近大 近畿大学
古谷 渓太 フルタニ ケイタ
舟橋 悠矢 フナハシユウヤ
藤井 望 フジイ ノゾミ

1,979-01 -ﾊﾞｲ- 6 6 6 0

3 愛産大 愛知産業大学
下原 涼 シモハラ リョウ
海野 遥斗 ウンノ ハルト
西川 晴貴 ニシカワ ハルキ

1,851-05 -ﾊﾞｲ- 6 5 2 6

4 同大 同志社大学
川嶋 深 カワシマ シン
高久 雄吾 タカク ユウゴ
高井 将平 タカイ ショウヘイ

1,876-03 -ﾊﾞｲ- 6 6 0 0

5 京産大 京都産業大学
岩崎 智仁 イワサキ トモヒト
藤野 廣実 フジノ ヒロミ
青山 泰世 アオヤマ タイセイ

1,856-04 -ﾊﾞｲ- 5 (207) 3

6 周公大 周南公立大学
土居 剛瑠 ドイ タケル
木村 向汰 キムラ コウタ
松元 亨太 マツモト コウタ

1,745-11 -ﾊﾞｲ- 5 (198) 2

7 拓大 拓殖大学
中村 凜玖 ナカムラ リク
仁和 友也 ニワ トモヤ
平野 正志 ヒラノ タダシ

1,836-07 -ﾊﾞｲ- 6 (150) 0

8 早稲田 早稲田大学
山本 治輝 ヤマモト ハルキ
杉田 蒼月 スギタ アツキ
浦田 大輔 ウラタ ダイスケ

1,823-09 -ﾊﾞｲ- 5 (143) 0

9 NIU 長崎国際大学
嘉味田 朝成 カミダ トモナリ
籠田 晃輝 カゴタ ミズキ
西村 涼 ニシムラ リョウ

1,835-08 -ﾊﾞｲ- 3

9 九大 九州大学
佐竹 三志郎 サタケ サンシロウ
壁屋 光一 カベヤ コウイチ
飯塚 雄士 イイヅカ ユウジ

1,615-15 5 0

9 広大 広島大学
大浦 結人 オオウラ ユウリ
小島 颯太 コジマ ソウタ
酒井 勇輔 サカイ ユウスケ

1,467-16 6 0

9 愛工大 愛知工業大学
加茂 裕人 カモ ヒロト
普久原 恵治 フクハラ ケイジ
栗田 健聖 クリタ ケンセイ

1,618-14 -ﾊﾞｲ- 0

9 慶應 慶應義塾大学
後藤 泰人 ゴトウ タイト
笹井 清雅 ササイ キヨマサ
飛田 和真 トビタ カズマ

1,847-06 -ﾊﾞｲ- 4

9 明大 明治大学
小坂 悠真 コサカ ユウマ
矢野 月海 ヤノ ゲッカイ
薩摩 定士 サツマ サダヒト

1,725-13 -ﾊﾞｲ- 3

9 東学 東北学院大学
松永 旺大 マツナガ オウヒロ
石井 浩平 イシイ コウヘイ
野呂 虎之介 ノロ トラノスケ

1,736-12 -ﾊﾞｲ- 0

9 関西大 関西大学
一樂 直寿 イチラク ナオトシ
住谷 和輝 スミタニ カズキ
舩本 将大 フナモト ショウダイ

1,796-10 -ﾊﾞｲ- 0

17 北大 北海道大学
太田 一義 オオタ カズヨシ
泊 直希 トマリ ナオキ
熊本 伊吹 クマモト イブキ

1,417-17 0

17 新大 新潟大学
伊藤 一輝 イトウ イツキ
岡野 泰征 オカノ タイセイ
渡邊 駿佑 ワタナベ シュンスケ

1,352-18 4
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