
氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

小野　亮太郎 江夏　匡彦 平山　泰我

慶應義塾大学④ 法政大学③ 法政大学③

松原　伊吹 黒田　裕人 森田　健太郎

学習院大学② 学習院大学③ 学習院大学③

大竹　優幸 古川　颯来 永谷　燦悟

拓殖大学② 拓殖大学② 拓殖大学③

吉澤　海里 高橋　佑一郎 上杉　大輝

東洋大学③ 東洋大学③ 東洋大学③

押尾　玲音 工藤　　黎 森　　幹太

日本大学② 日本大学② 日本大学②

大須賀　智輝 原　　龍馬 中野　陽大 尾野　武司

日本大学① 日本大学① 神奈川大学③ 神奈川大学②

渡辺　真悟 大久保　崇太 髙橋　優仁 志田　　星

常磐大学① 青山学院大学① 大東文化大学② 国士舘大学①

安田　操兵 小原　世央 穐山　陸歩 横山　丈朗

国士舘大学② 国士舘大学② 国士舘大学② 国士舘大学①

阪堂　和也 高津　良介 小島　勇哉 窪田　俊介

成蹊大学④ 成蹊大学④ 成蹊大学④ 成蹊大学②

鳩貝　啓太 平井　汰一 下薗　祐介 北澤　利毅

日本体育大学① 日本体育大学① 獨協大学④ 東京国際大学④

志塚　俊平 朝日向　翼 加山　直樹 古橋　尚大

東京国際大学③ 東京国際大学① 東京国際大学① 東京国際大学①
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氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

池上　まり 下　真由 森下　礼菜

慶應義塾大学④ 慶應義塾大学④ 慶應義塾大学④

郡司　桃果 須藤　　麗 宮本　夏実

常磐大学③ 常磐大学① 常磐大学①

乗竹　美帆 小山　夏海 黒崎　雅稀

日本体育大学③ 日本体育大学② 日本体育大学①

黒川　莉奈子 水村　友利乃 山本　絵莉香

学習院大学③ 学習院大学③ 獨協大学①

張　　仕璐 國廣　凪紗 平野　愛子

東京国際大学② 日本大学① 日本大学①

加藤　陽 中田　樹乃 尾上　理香

日本大学③ 日本大学③ 日本大学②

高橋　真央 斉藤　美実 松本　みなみ

中央学院大学② 中央学院大学① 中央学院大学①

清川　　亨 下野　将輝 船越　洋也 峰澤　碩志

中央学院大学③ 中央学院大学① 中央学院大学① 中央学院大学①

大和田　泰雅 高野　壮登 秋山　大地 菊池　晃成

帝京大学② 帝京大学② 帝京大学① 帝京大学①

髙橋　利基 藤澤　龍人 千葉　　禅 小椋　俊明

山梨学院大学① 山梨学院大学① 山梨学院大学① 山梨学院大学①
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男子
氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

中野　陽大 沖　　将司 江夏　匡彦 川瀬　貴弘

神奈川大学③ 早稲田大学② 法政大学③ 明治大学②

脇田　英稔 尾野　武司 柳澤　聡一郎 平山　泰我

明治大学① 神奈川大学② 早稲田大学② 法政大学③

髙橋　怜央 平野　雅也 大家　成登 手塚　慧優

早稲田大学① 法政大学③ 神奈川大学① 駒澤大学③

中台　瞭太 矢田　将之 小野　亮太郎 須藤　史城

大東文化大学③ 東京電機大学③ 慶應義塾大学④ 神奈川大学①

大貫　利樹 髙橋　優仁 下薗　祐介 加茂　雅也

神奈川大学① 大東文化大学② 獨協大学④ 慶應義塾大学①

新毛　達朗 奥山　　潤 高津　良介 石川　凌生

慶應義塾大学③ 東京農業大学② 成蹊大学④ 獨協大学④

渡辺　真悟 木村　隆司 上田　一哉 阪堂　和也

常磐大学① 慶應義塾大学④ 東京農業大学② 成蹊大学④

窪田　俊介 下野　将輝 大池　由晃 坂本　雅道

成蹊大学② 中央学院大学① 慶應義塾大学② 東京農業大学③

一瀬　裕紀 小島　勇哉 船越　洋也 小島　翔太

東京農業大学③ 成蹊大学④ 中央学院大学① 立教大学④

竹内　亮輔 小暮　大輝 谷村　拓哉 峰澤　碩志

立教大学④ 東京農業大学④ 成蹊大学② 中央学院大学①

清川　　亨 山本　光人 横山　陽和 松原　伊吹

中央学院大学③ 立教大学④ 成城大学④ 学習院大学②

森田　健太郎 藤澤　龍人 勝沼　　駿 竜崎　世一

学習院大学③ 山梨学院大学① 立教大学④ 成城大学②

吉澤　海里 黒田　裕人 千葉　　禅 渡邊　文弥

東洋大学③ 学習院大学③ 山梨学院大学① 立教大学④

志田　　星 高橋　佑一郎 吉村　勇輝 髙橋　利基

国士舘大学① 東洋大学③ 学習院大学① 山梨学院大学①

小椋　俊明 横山　丈朗 上杉　大輝 木藤　和貴

山梨学院大学① 国士舘大学① 東洋大学③ 学習院大学②

大久保　崇太 眞木　偉好 穐山　陸歩 大和田　泰雅

青山学院大学① 玉川大学④ 国士舘大学② 帝京大学②

高野　壮登 佐々　太希 小野　広貴 小原　世央

帝京大学② 青山学院大学② 上智大学④ 国士舘大学②

安田　操兵 秋山　大地 小出　雄太 栗原　　陸

国士舘大学② 帝京大学① 青山学院大学② 玉川大学④

加藤　洸希 飯田　　裕 菊池　晃成 大木　慎二郎

玉川大学① 上智大学③ 帝京大学① 青山学院大学②
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女子・男子
氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

吉田　彩水 高坂　綾乃 川下　有咲

明治大学③ 成城大学③ 早稲田大学④

増田　七海 手川　美佳 武田　麻友子

早稲田大学③ 明治大学② 成城大学④

大倉　聖香 池上　まり 青柳　果恋 鈴木　彩乃

成城大学④ 慶應義塾大学④ 明治大学③ 成城大学②

西村　寧々 福田　　麗 下　真由 鈴木　カンナ

成城大学③ 成蹊大学③ 慶應義塾大学④ 明治大学③

富増　彩乃 水村　友利乃 野中　美咲 森下　礼菜

明治大学③ 学習院大学③ 成蹊大学③ 慶應義塾大学④

柴田　佳乃 武田　桜子 瀬口　　夏 小野　実華

慶應義塾大学④ 青山学院大学③ 学習院大学③ 成蹊大学③

井手　千陽 中嶋めぐ実 稲岡　　栞 黒川　莉奈子

成蹊大学③ 慶應義塾大学③ 青山学院大学③ 学習院大学③

齋藤　杏佳 吉田　由希恵 加藤　日菜 伊藤　柚子

立教大学① 成蹊大学③ 日本女子大学② 青山学院大学③

稲田　安希 中島　佳子 鈴木　茉里奈 安孫子　美央

日本女子大学④ 立教大学④ 獨協大学② 学習院大学②

船津　歩美 山中　優菜 山王　まこ 山本　絵莉香

玉川大学③ 日本女子大学④ 立教大学④ 獨協大学①

高橋　真央 郡司　桃果 國廣　凪紗 若月　杏奈

中央学院大学② 常磐大学③ 日本大学① 聖心女子大学③

宮本　沙理 斉藤　美実 須藤　　麗 平野　愛子

上智大学② 中央学院大学① 常磐大学① 日本大学①

加藤　陽 黒崎　雅稀 松本　みなみ 張　　仕璐

日本大学③ 日本体育大学① 中央学院大学① 東京国際大学②

渡慶次　莉子 中田　樹乃 小山　夏海 古川　佳奈

東京国際大学④ 日本大学③ 日本体育大学② 聖心女子大学④

宮本　夏実 秋川　楓花 尾上　理香 乗竹　美帆

常磐大学① 東京国際大学② 日本大学② 日本体育大学③

志塚　俊平 森　　幹太 漆原　理樹 大竹　優幸

東京国際大学③ 日本大学② 東京大学④ 拓殖大学②

古川　颯来 北澤　利毅 工藤　　黎 金澤　圭祐

拓殖大学② 東京国際大学④ 日本大学② 東京大学②

竹次　智優 永谷　燦悟 古橋　尚大 大須賀　智輝

東京大学② 拓殖大学③ 東京国際大学① 日本大学①

押尾　玲音 安尾　英修 平井　汰一 加山　直樹

日本大学② 東京大学② 日本体育大学① 東京国際大学①

朝日向　翼 原　　龍馬 手塚　悟史 鳩貝　啓太

東京国際大学① 日本大学① 東京大学② 日本体育大学①
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