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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

江夏　匡彦 山下　隆介 川瀬　貴弘

法政大学④ 早稲田大学③ 明治大学③

小松　潤平　 平山　泰我 柳澤　聡一郎 後藤　大河

横浜商科大学③ 法政大学④ 早稲田大学③ 明治大学④

井口　隆哉 太田　俊平 小松　貴大 横井　捷人

明治大学④ 東海大学③ 慶應義塾大学④ 早稲田大学②

森岡　紀貴 寶田　一真 青木　潤平 植野　将太朗

成城大学② 明治大学① 東海大学③ 慶應義塾大学③

吉村　祥一郎 中村　隆一朗 井口　俊 飯島　大貴

慶應義塾大学④ 成城大学④ 城西大学③ 東海大学③

長島　健太 細谷　大河 竜崎　世一 木村　太次郎

東海大学② 慶應義塾大学④ 成城大学③ 城西大学②

伊藤　薫平 粕川　智弘 和田　　樹 齊藤　俊輔

中央大学③ 東海大学② 慶應義塾大学④ 山梨学院大学②

藤澤　龍人 平川　盛一 内田　祐豪 高澤クリストファー

山梨学院大学② 中央大学② 立教大学② 獨協大学③

神　　優貴 小宮山　諒 阿部　智伎 福田　裕大

獨協大学③ 山梨学院大学③ 中央大学③ 立教大学②

内山　晋作 満丸　　司 大吉　友輝 国本　仁成

中央学院大学② 獨協大学③ 山梨学院大学② 中央大学④

藤井　達哉 新田　航大 古川　巧 矢口　剛

学習院大学③ 中央学院大学① 青山学院大学③ 東洋大学②

石井　幸太 五木田　彪 船越　洋也 畠中　拓朗

東洋大学① 学習院大学② 中央学院大学② 青山学院大学③

遠山　知秀 三上　和也 吉村　勇輝 茨木　悠太郎

青山学院大学③ 東洋大学④ 学習院大学② 中央学院大学②

峰澤　碩志 大木　慎二郎 水谷　郁弥 冨永　吏生

中央学院大学② 青山学院大学③ 東洋大学② 学習院大学③

木藤　和貴 浮田　愛斗 奥山　　潤 高橋　佑一郎

学習院大学③ 日本大学③ 東京農業大学③ 東洋大学④

一瀬　裕紀 大家　成登 公受　将輝 三島　史也

東京農業大学④ 神奈川大学② 日本大学② 成蹊大学③

田中　晃平 高野　壮登 斎藤　大輝 中川　聖太

成蹊大学④ 帝京大学③ 神奈川大学① 日本大学①

兼子　満嵩 中村　太一 菊池　晃成 大貫　利樹

日本大学④ 成蹊大学③ 帝京大学② 神奈川大学②

松本　　駿 林　　拓海 窪田　俊介 林　　隆一

東京農業大学② 日本大学③ 成蹊大学③ 帝京大学②

秋山　大地 谷村　拓也 矢島　涼太 山﨑　皐生

帝京大学② 成蹊大学③ 明星大学② 上智大学②

清水　恵 高野　雄太郎 渡辺　弦一郎 原　　陸斗

立正大学② 帝京大学① 上智大学② 明星大学③
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大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年
鞍田　夏紀 澤　　眞子 鈴木　カンナ 宮本　沙理

法政大学① 早稲田大学② 明治大学④ 上智大学③

清水　　愛 牧野　麻美果 小掛　稀友 富増　彩乃

上智大学③ 上智大学③ 早稲田大学① 明治大学④

青柳　果恋 稲岡　　栞 野間　季和子 柏木　瑠美

明治大学④ 青山学院大学④ 慶應義塾大学④ 早稲田大学②

増田　七海 荻野　遥香 武田　桜子 鈴木　彩乃

早稲田大学④ 慶應義塾大学④ 青山学院大学③ 成城大学③

岩田　恵理奈 堀田　理紗子 木村　有花 塩田　宵子

立教大学② 早稲田大学① 慶應義塾大学④ 青山学院大学④

椎名　かれん 高野　寧々 西村　寧々 林　　碧乃

青山学院大学③ 立教大学② 成城大学④ 慶應義塾大学②

古川　歩実 國廣　凪紗 和田　貴子 竹原　璃子

慶應義塾大学④ 日本大学② 立教大学③ 青山学院大学②

栗田　理紗 松本　みなみ 馬淵　智衣里 佐藤　真帆

学習院大学④ 中央学院大学② 日本大学① 立教大学③

尾花　日向子 長妻　美咲 斉藤　美実 大石　彩未

立教大学④ 学習院大学④ 中央学院大学② 日本大学③

田口　佳奈 張　　仕璐 石神　りか子 赤木　理央

日本大学① 東京国際大学③ 学習院大学④ 中央学院大学①

高橋　真央 石山　朋佳 長尾　麻里 川又　芽久

中央学院大学③ 日本大学① 東海大学② 学習院大学④

山﨑　愛理 岩切　彩萌 吉田　莉生 直原　汐莉

学習院大学③ 中央学院大学② 駒澤大学② 東海大学②

山本　絵莉香 江原　みく菜 庄司　美柚 遠藤　まりの

獨協大学② 東京農業大学② 成蹊大学② 駒澤大学①

三澤　舞 鈴木　茉里奈 大山　夏子 森　紗也佳

駒澤大学① 獨協大学③ 東京農業大学② 駿河台大学①

仲尾　郁子 伊藤　きらら 田島　千夏 大澤　　花

日本女子大学③ 駒澤大学② 聖心女子大学④ 東京農業大学②

木林　暉 高木　智圭 前田　聖美 若月　杏奈

東京農業大学① 明治学院大学④ 駒澤大学④ 聖心女子大学④

吉田　凌太郎 夘木　秀 梅田　泰司 石井　辰弥

大東文化大学③ 東京大学② 東京国際大学② 駒澤大学②

手塚　慧優 中台　瞭太 鈴木　雄也 澤田　響

駒澤大学④ 大東文化大学④ 東京大学② 東京国際大学①

島田　航汰 伊東　流星 高橋　優仁 中塚　隆太

東京国際大学③ 駒澤大学① 大東文化大学③ 東京大学④
中村　遼斗 長見　一世 志田　雅樹 池内　　喬
東京大学④ 東京国際大学③ 駒澤大学① 大東文化大学③
江本　拓未 橋村　暁裕 樋口　貴洸 二宮　　涼

大東文化大学② 東京大学③ 東京国際大学④ 駒澤大学③
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