
OUT 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

渡辺　真悟 船越　洋也 遠藤大梧 大久保剛人

常磐大学④ 中央学院大学④ 明治大学③ 一橋大学③

園田健人 堀口　直哉 府川　洸己 新谷航平

一橋大学③ 常磐大学③ 中央学院大学② 明治大学②

中島伸之助 加藤　洸希 和田　洸夢 中澤　直斗

明治大学② 玉川大学④ 常磐大学② 中央学院大学②

下野　将暉 戸村拓郎 藤原　黎		 川辺　清誉

中央学院大学④ 日本大学③ 八戸学院大学④ 早稲田大学④

田中　雄汰郎 佐藤　凌乃介 浅田竜平 西岡　崇馬

早稲田大学③ 神奈川大学② 日本大学① 東洋大学①

八十嶋　海 菊地　洋介 松代　晶 鈴木聡馬

東洋大学① 早稲田大学① 神奈川大学① 日本大学①

氏家 大輔 福山　大樹 高林　龍人 石井　優汰朗

学習院大学③ 東洋大学① 立教大学③ 神奈川大学①

宮川　純 風岡 衣杏 才田　亮太郎 松原　純

神奈川大学④ 学習院大学② 東洋大学① 立教大学③

石川　輝 山根　怜馬 南 基平 佐藤　壱洸

立教大学③ 上智大学② 学習院大学③ 慶應義塾大学③

長倉　聖弥 パク・シヒョン 田中　健太郎 越水　雅裕

慶應義塾大学④ 青山学院大学① 上智大学③ 成城大学②

伴　大誠 安保　勇希 大久保崇太 菊川淳仁

成城大学② 慶應義塾大学③ 青山学院大学④ 拓殖大学③

寺北尚生 森岡　紀貴 保立智大 高橋竜生

拓殖大学④ 成城大学④ 立正大学③ 青山学院大学③

新開雄次郎 跡部叫 平川盛一 苅部貴哉

立正大学③ 成蹊大学① 中央大学④ 拓殖大学②

座本海里 木村　太次郎 池田悠真 竹田悠人

大東文化大学③ 城西大学④ 成蹊大学② 中央大学④

横山尚建 松澤能大 姫野　然 橋本英治

中央大学② 東京農業大学③ 城西大学② 成蹊大学③
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IN 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

松本　みなみ 結城　穂 廣澤茉莉亜 小浜　あまね

中央学院大学④ 常磐大学③ 日本女子大学③ 聖心女子大学④

眞　優莉亜 岩切　彩萌 桐原　愛奈 山下　麗央

聖心女子大学④ 中央学院大学④ 常磐大学② 玉川大学④

小掛　稀友 小池　文子 杉田　美紀 金澤　里伊満

早稲田大学③ 聖心女子大学④ 中央学院大学④ 常磐大学①

夏堀　萌香 及川莉瑚 幸田　彩里 杉田　茉由

常磐大学② 日本大学③ 早稲田大学② 中央学院大学④

白岩　花海 茂木　春佳 竹内麗花 堀田　理紗子

立教大学② 学習院大学③ 日本大学② 早稲田大学③

平田妃希 野矢彩華 武内　里加子 佐藤　理帆

日本大学② 青山学院大学① 学習院大学① 立教大学②
Gong Angelina

Shiming 武石　真奈 大島　知佳 森遥香

慶應義塾大学① 学習院大学③ 立教大学② 青山学院大学②

渡邉桜紫 伊波川彩名 廣瀬　樹乃 宮川紗輝

東京国際大学② 慶應義塾大学① 学習院大学③ 駒澤大学①

中村友香 中間千尋 篠崎杏南 山本梨紗子

駒澤大学① 東京国際大学② 慶應義塾大学③ 上智大学④

伊原有咲 吉田珠 岸田真衣奈 吉江　茉優子

上智大学④ 駒澤大学② 東京国際大学① 東京大学③

深田夢華 小室　奈穂 麻吹理桜 鈴木輝来里

拓殖大学③ 東京大学③ 駒澤大学① 東京国際大学①

田中　健太郎 小山倫太郎 清水　文弥 井坪佑介

東京大学③ 東京国際大学③ 日本体育大学④ 駒澤大学③

鈴木朝登 大平　直輝 赤岩怜音 平井　汰一

駒澤大学③ 東京大学③ 東京国際大学② 日本体育大学④

鳩貝　啓太 石森健太郎 片岡　稔貴 佐々木稜太

日本体育大学④ 駒澤大学② 東京大学① 東京国際大学②

松本拓人 井上　裕一郎 志田雅樹 山本　七海

東京国際大学① 日本体育大学② 駒澤大学③ 東京大学①
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