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横井　捷人 大久保　崇太 金城　幸起

早稲田大学② 青山学院大学② 成城大学④

水戸　　颯 栁澤　総一郎 生駒　怜児 竜崎　世一

駒澤大学③ 早稲田大学③ 東京国際大学③ 成城大学③

森岡　紀貴 山本屋　一太 髙橋　怜央 中島　央樹

成城大学② 駒澤大学② 早稲田大学② 東京国際大学②

長見　一世 田中　博崇 竹入　晟生 瀧田　和司

東京国際大学③ 成城大学② 駒澤大学② 神奈川大学④

堤　　星也 堀越　勘太 中村　隆一朗 横田　　光

神奈川大学④ 東京国際大学② 成城大学④ 駒澤大学③

斉藤　優作 奇　　竜太 大竹　優太 吉村　祥一郎

駒澤大学③ 神奈川大学③ 学習院大学② 慶應義塾大学④

島田　友輝 木嶋　俊介 鶴谷　光基 朝日向　翼

慶應義塾大学③ 学習院大学③ 東京理科大学④ 東京国際大学②

川島　勇輝 竹増　晴太郎 木藤　和貴 國澤　宗真

國學院大學② 慶應義塾大学② 学習院大学③ 東京理科大学④

橋本　龍一郎 坪野谷　海斗 芝田　優人 松原　伊吹

東京理科大学② 國學院大學① 慶應義塾大学③ 学習院大学③

岩佐　樹利哉 竹次　智優 遠藤　銀河 武田　大輔

東京農工大学③ 東京大学③ 中央学院大学① 慶應義塾大学④

木村　英介 吉村　勇輝 高澤クリストファー 石岡　　丈

東京大学③ 学習院大学② 獨協大学③ 中央学院大学①

山口　鉄平 井上　達希 新村　　駿 満丸　　司

中央学院大学② 東京大学② 日本大学① 獨協大学③

中嶌　寛太朗 坂本　柊人 手塚　悟史 白石　星南

成蹊大学③ 中央学院大学② 東京大学③ 日本大学②

岡部　雄斗 窪田　俊介 新木　　衛 金澤　圭祐

日本大学③ 成蹊大学③ 中央学院大学② 東京大学③

飯田　裕 眞山　龍太郎 長谷川　聖 竹田　悠人

上智大学④ 日本大学② 成蹊大学④ 中央大学②

織井　昭汰 黒田　航平 児玉　和生 谷村　拓也

中央大学① 上智大学② 日本大学② 成蹊大学③
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関口　　舞 澤　　眞子 西村　寧々

青山学院大学② 早稲田大学② 成城大学④

高坂　綾乃 竹原　璃子 稲垣　那奈子

成城大学④ 青山学院大学② 早稲田大学①

小掛　稀友 鈴木　彩乃 橋本　佳奈

早稲田大学① 成城大学③ 慶應義塾大学④

秋川　楓花 西村　あすみ 岡部　真理子 武井　遼子

東京国際大学③日本体育大学③ 成城大学③ 慶應義塾大学④

松田　ゆり 関根　理央 小山　夏海 中田　絢子

慶應義塾大学②東京国際大学②日本体育大学③ 学習院大学②

寺沢　みなみ 吉田　宮菜 香川　安曇 緑川　瑞玲

学習院大学② 慶應義塾大学③東京国際大学② 日本体育大学①

佐田　菜摘 安孫子　美央 山口　生楽 原田　瑠璃南

駿河台大学② 学習院大学③ 東京大学④ 東京国際大学③

張　　仕璐 森　紗也佳 山﨑　愛理 山崎　智子

東京国際大学③ 駿河台大学① 学習院大学③ 日本女子大学④

加藤　日菜 岡村　潤基 雨宮　梨乃 葉　和可子

日本女子大学③ 國學院大學① 明治大学③ 学習院大学②

田口　佳奈 斉藤　美実 人見　由衣 佐藤　舞祐

日本大学① 中央学院大学② 國學院大學① 中央大学②

鴻上　みらい 石山　朋佳 松本　みなみ 大沢　芽衣

中央大学① 日本大学① 中央学院大学② 成蹊大学②

庄司　美柚 高木　智圭 永井　晴菜 岩切　彩萌

成蹊大学② 明治学院大学④ 日本大学③ 中央学院大学②

関　ほの花 神谷　真奈 岡宗　志保 及川　莉湖

中央学院大学③聖心女子大学③明治学院大学③ 日本大学①

山田　紗楽 増永　みなみ 唐澤　　結 小林フィービー渚

日本大学① 上智大学④ 聖心女子大学③ 明治学院大学④

中村　太一 小林　哲也 四分一　康平 吉田　大雅

成蹊大学③ 明治学院大学③ 上智大学④ 中央大学②

中村　　竜 江本　拓未 増田　健斗 大我　桂久

中央大学① 大東文化大学②明治学院大学② 上智大学③

知念　辰樹 西片　太一 高橋　優仁 小川　将輝

上智大学② 中央大学① 大東文化大学③ 明治学院大学②
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