
名前 名前 名前 名前

大学名・学年 大学名・学年 大学名・学年 大学名・学年

長崎　拓実 長倉　聖弥

中央大学③ 慶應義塾大学①

小林　周平 小室　順

中央大学① 慶應義塾大学④

朝倉　駿 田　修成

中央大学② 慶應義塾大学②

齋藤　太稀 小室　圭

中央大学② 慶應義塾大学②

吉田　大雅 山本　世那

中央大学① 慶應義塾大学①

清水　優太 須山　祐介

中央大学③ 慶應義塾大学④

川島　理暉 吉川　慎悟

駒澤大学④ 東京大学④

渡辺　竜真 山崎　裕太郎

駒澤大学① 東京大学④

村岡　侑哉 安尾　英修

駒澤大学① 東京大学②

石毛　誠 井上　達希

駒澤大学④ 東京大学①

桐生　慎太郎 加藤　徳明

駒澤大学① 東京大学①

篠崎　嘉音 竹次　智優

駒澤大学③ 東京大学②

中野　貴博 丹羽　雅彦 松村　康平 竹田　悠人

中央大学④ 中央大学④ 中央大学③ 中央大学①

江坂　将一 木村　隆司 佐藤　大河 原田　昇

慶應義塾大学④ 慶應義塾大学④ 慶應義塾大学② 慶應義塾大学②

金澤　将一 真砂　遼太郎

東京大学③ 東京大学③
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3 6:42

4 6:48

5 6:54

平成30年度関東大学秋季Bブロック対抗戦
初日組み合わせ　9月12日（水）

ローテーション　OUT－IN

1 6:30

2 6:36

NO TIME

12 7:36

東京大学

駒澤大学 駒澤大学 東京大学 東京大学

中央大学 中央大学 慶應義塾大学 慶應義塾大学

中央大学 中央大学 慶應義塾大学 慶應義塾大学

中央大学 中央大学 慶應義塾大学 慶應義塾大学

駒澤大学 駒澤大学 東京大学 東京大学

駒澤大学 駒澤大学 東京大学



名前 名前 名前 名前

大学名・学年 大学名・学年 大学名・学年 大学名・学年

加藤　政和 齊藤　瑞己

早稲田大学④ 神奈川大学③

高橋　真央 千北　嘉太

早稲田大学① 神奈川大学④

木本　航輔 吉田　真也

早稲田大学② 神奈川大学①

二村　健斗 小川　龍清

早稲田大学③ 神奈川大学③

押田　凌大郎 前山　海翔

早稲田大学③ 神奈川大学②

山本　雄太 宮澤　拓夢

早稲田大学④ 神奈川大学②

武田　直人 竹内 亮輔

法政大学④ 立教大学④

遠藤　一生 鶴田　宙大

法政大学③ 立教大学③

小林　光太郎 青木　公翼

法政大学② 立教大学②

山口　留以 栗山　尚

法政大学③ 立教大学③

横山　隆乃介 渡邊　文弥

法政大学① 立教大学④

平川　陸斗 芹川　諒

法政大学① 立教大学④

永田　耕平 高橋　玲央

早稲田大学③ 早稲田大学①

福村　祐人 武松　将寛 瀧田　和司 宮川　純

神奈川大学④ 神奈川大学② 神奈川大学③ 神奈川大学①

高倍　淳一 川田　直人 中野　多聞 平野　雅也

法政大学② 法政大学④ 法政大学③ 法政大学③

小島　翔太 山本　光人 五十嵐　元 勝沼　駿

立教大学④ 立教大学④ 立教大学④ 立教大学④
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平成30年度関東大学秋季Bブロック対抗戦
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ローテーション　IN－OUT
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立教大学


