
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

佐々 太希 内山　晋作 村島 大晴

青山学院大学④ 中央学院大学④ 桜美林大学①

溝渕 麗二 横山 アカシ 香取　龍海

桜美林大学① 青山学院大学② 中央学院大学④

新田　航大 打越 一志 中村 ゲティケイン

中央学院大学③ 桜美林大学① 青山学院大学②

加藤　洸希 小野寺 悠 西谷　正造 八十嶋　海

玉川大学④ 日本大学③ 上智大学③ 東洋大学①

椎名 将大 深澤 一瑛 西岡　崇馬 川原　茂紀

日本大学① 成蹊大学③ 東洋大学① 上智大学③

藤巻　伶朗 篠沢　諒 橋本 英治 近藤 駿介

東洋大学① 上智大学② 成蹊大学③ 日本大学①

小林　一心 中嶋 翔生 座本 海里 東　俊之介

上智大学② 日本大学① 大東文化大学③ 学習院大学②

菊地　洋介 石井　聖也 松岡 聖悟 吉村　勇輝

早稲田大学① 神奈川大学④ 明治大学① 学習院大学④

小林 慈大 海老野　圭利 半田　健人 清水　雄紀

明治大学② 早稲田大学② 学習院大学④ 神奈川大学④

剱　瑠偉 田中　雄汰郎 野沢 隆史 石井　優汰朗

立教大学② 早稲田大学③ 明治大学② 神奈川大学①

市川 遥介 中島　幸輝 川辺　清誉 矢島 克樹

中央大学③ 立教大学① 早稲田大学④ 明治大学②

木村太次郎 後閑 拓真 大久保 剛人 山口　紫音

城西大学④ 中央大学③ 一橋大学③ 新潟産業大学③

手塚 智大 菊池　晃成 姫野 然 牛谷 陸

一橋大学① 帝京大学④ 城西大学② 中央大学③
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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

大塚 比奈子 石山 朋佳 茂木　春佳 伊原　有咲

慶應義塾大学③ 日本大学③ 学習院大学③ 上智大学④

池田　理子 篠崎 杏南 平井 万友美 高崎　綾乃

学習院大学③ 慶應義塾大学③ 日本大学③ 上智大学③

小田　紀栄 金原　有里紗 田中 佑奈 谷 七穂

学習院大学④ 上智大学② 慶應義塾大学③ 日本大学②

堀越 心愛 寺沢　みなみ 廣田　花音 村田 美咲

日本大学② 学習院大学④ 上智大学① 慶應義塾大学③

東島　実加 佐藤 舞祐 大山 晶子 深田 夢華

早稲田大学① 中央大学④ 聖心女子大学① 拓殖大学③

安田 満帆 井上 渚 伊藤 きらら 黒佐 華子

明治大学② 東京国際大学③ 駒澤大学④ 中央大学④

田村 榛花 吉田 莉生 深沢 ひかり 赤木　理央

東京国際大学② 駒澤大学④ 日本女子大学③ 中央学院大学③

加園 美波 山下　麗央 松本　みなみ 松本 菜々子

駒澤大学② 玉川大学④ 中央学院大学④ 東京国際大学②

石井　愛里 岩切　彩萌 倉田 天乃 高橋 夢羽

玉川大学④ 中央学院大学④ 東京国際大学① 駒澤大学②

若宮 翔梧 寺北 尚生 藤原 実輝 平井 太寿

東京国際大学③ 拓殖大学④ 駒澤大学④ 慶應義塾大学②

村岡 侑哉 竹中 康祐 澤 真之輔 菊川 淳仁

駒澤大学④ 慶應義塾大学④ 東京国際大学② 拓殖大学③

苅部 貴哉 黒田 大智 戸熊 輝 石川 晃

拓殖大学② 駒澤大学④ 慶應義塾大学④ 東京国際大学①

根岸 源矢 後藤 凱成 林 宗史 邱 梓祐

慶應義塾大学③ 東京国際大学① 駒澤大学① 拓殖大学①
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