
OUT
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

宮下　大周 内田　直輝 沖田　悠輔

日本大学② 日本大学① 日本大学②

鈴木　大哉 林　　拓海 島田　航汰 生駒　怜児

日本大学① 日本大学② 東京国際大学② 東京国際大学②

佐藤　雄紀 出口　友将 濱宮　勇樹

東京国際大学③ 東京国際大学③ 東京国際大学②

一瀬　裕紀 奥山　　潤 木原　啓悟 大塚　健太

東京農業大学③ 東京農業大学② 東京農業大学① 東京農業大学②

安田　操平 寺本　欣将 鈴木　啓人 穐山　陸歩

国士舘大学② 国士舘大学④ 国士舘大学① 国士舘大学①

田中　奎熙 中原　　陵 森田　健太郎 松原　伊吹

八戸学院大学② 八戸学院大学② 学習院大学③ 学習院大学②

吉川　慎悟 金澤　圭祐 竹次　智優 髙橋　怜央

東京大学④ 東京大学② 東京大学② 早稲田大学①

水村　友利乃 藤江　理紗 長妻　美咲

学習院大学③ 学習院大学③ 学習院大学③

永井　晴菜 磯井　玲那 横山　稀理

日本大学② 日本大学③ 日本大学③

比嘉　瑞姫 伊藤　　歩 能登谷　鈴衣 秋川　楓花

日本大学① 日本大学① 八戸学院大学② 東京国際大学②

野口　恵美 押田　千菜実 柳原　　愛 山口　生楽

法政大学③ 法政大学② 東京大学④ 東京大学③
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OUT
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

松原　伊吹 江坂　将一 吉川　慎悟

学習院大学② 慶應義塾大学④ 東京大学④

金澤　圭祐 森田　健太郎 和田　　樹 中原　　陵

東京大学② 学習院大学③ 慶應義塾大学③ 八戸学院大学②

細谷　大河 竹次　智優 岡田　将典 岩佐　樹利哉

慶應義塾大学③ 東京大学② 学習院大学② 東京農工大学②

斉藤　優作 田中　奎熙 水谷　将也 黒田　裕人

駒澤大学② 八戸学院大学② 東京大学④ 学習院大学③

増田　健人 鶴谷　光基 島田　航汰 髙橋　怜央

明治学院大学① 東京理科大学② 東京国際大学② 早稲田大学①

柳澤　聡一郎 生駒　怜児 小林　哲也 國澤　宗真

早稲田大学② 東京国際大学② 明治学院大学① 東京理科大学②

濱宮　勇樹 安田　操平 山下　隆介 木村　友大郎

東京国際大学② 国士舘大学② 早稲田大学② 明治学院大学②

片岡　大士 出口　友将 穐山　陸歩 神谷　優太

明治学院大学③ 東京国際大学③ 国士舘大学① 早稲田大学①

髙橋　真央 大我　桂久 佐藤　雄紀 鈴木　啓人

早稲田大学① 上智大学② 東京国際大学③ 国士舘大学①

寺本　欣将 石渡　秀史 川原田　将人 豊田　大輝

国士舘大学④ 成蹊大学③ 明治学院大学③ 上智大学②

長谷川　聖 篠崎　　唯 奥山　　潤 宮下　大周

成蹊大学③ 中央大学③ 東京農業大学② 日本大学②

松村　康平 鈴木　海南斗 沖田　悠輔 木原　啓悟

中央大学③ 成蹊大学③ 日本大学② 東京農業大学①

一瀬　裕紀 内田　直輝 谷村　拓也 吉田　大雅

東京農業大学③ 日本大学① 成蹊大学② 中央大学①

小林　周平 鈴木　大哉 吉野　真大 下園　祐介

中央大学① 日本大学① 青山学院大学③ 獨協大学④

大塚　健太 和田　通忠 林　　拓海 古川　　巧

東京農業大学② 中央大学③ 日本大学② 青山学院大学②
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IN
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

水村　友利乃 清水　花梨 柳原　　愛

学習院大学③ 慶應義塾大学④ 東京大学④

山口　生楽 藤江　理紗 三輪　優希

東京大学③ 学習院大学③ 慶應義塾大学④

生田　博子 山口　晶子 長妻　美咲 能登谷　鈴衣

慶應義塾大学③ 東京大学④ 学習院大学③ 八戸学院大学②

木村　祐美 木村　有花 須藤　　麗 白川　真悠子

早稲田大学② 慶應義塾大学③ 常磐大学① 学習院大学②

郡司　桃果 増田　七海 武井　遼子 秋川　楓花

常磐大学③ 早稲田大学③ 慶應義塾大学③ 東京国際大学②

押田　千菜実 山中　優菜 松尾　　奏 内倉　和香菜

法政大学② 日本女子大学④ 早稲田大学① 明治学院大学②

岡宗　志保 野口　恵美 比嘉　瑞姫 澤　　眞子

明治学院大学② 法政大学③ 日本大学① 早稲田大学①

内海　野乃子 高木　智圭 青柳　果恋 伊藤　　歩

上智大学④ 明治学院大学③ 明治大学③ 日本大学①

横山　稀理 鈴木　カンナ 岡澤　真由 田中　菜々子

日本大学③ 明治大学③ 明治学院大学② 上智大学④

上升　美穂 磯井　玲那 花渕　里帆 渡辺　里桜

聖心女子大学② 日本大学③ 明治大学① 獨協大学④

武田　桜子 唐澤　　結 永井　晴菜 雨宮　梨乃

青山学院大学② 聖心女子大学② 日本大学② 明治大学②

手川　美佳 稲岡　　栞 津久井　咲樹 小林フィービー渚

明治大学② 青山学院大学③ 聖心女子大学② 明治学院大学③
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