
OUT-IN 　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

小那覇　翔太 村越　立空 知念　辰樹

日本大学③ 慶應義塾大学② 上智大学④

黒田　航平 沼澤　優光 梅澤　昂大

上智大学④ 日本大学③ 慶應義塾大学②

西岡　直音 小林　一心 石崎　拓海 和田　洸夢

慶應義塾大学① 上智大学② 日本大学② 常盤大学②

越水　雅裕 髙本　諒 山根　怜馬 安蒜　真輝

成城大学② 慶應義塾大学① 上智大学② 日本大学①

古賀　浩輝 阿部　廉太郎 御厨　皓史 新貝　和己

中央学院大学③ 拓殖大学① 東京国際大学③ 成城大学②

伴　大誠 新田　航大 邱　梓祐 赤岩　怜音

成城大学② 中央学院大学③ 拓殖大学① 東京国際大学②

松本　拓人 関口　慶紀 松田　遥希 菊川　淳仁

東京国際大学① 成城大学① 中央学院大学① 拓殖大学③

辻　竜舞 後藤　凱成 東　俊之助 井坪　佑介

拓殖大学③ 東京国際大学① 学習院大学② 駒澤大学③

大石　夏翼 阪上　慶一郎 黒柳　輝真 丸　祐真

駒澤大学① 東京大学③ 帝京大学① 学習院大学①

後藤　晃志 青木　昂大 大平　直輝 三宅　耕平

学習院大学① 駒澤大学① 東京大学③ 東洋大学③

八十嶋　海 中井　健人 中島　伸之助 清水　響

東洋大学② 横浜国立大学④ 明治大学② 東京大学③

片岡　稔貴 才田　亮太郎 土戸　統伍 岩井　晴太郎

東京大学② 東洋大学② 横浜国立大学① 明治大学①

松岡　聖悟 溝渕　麗二 西岡　崇馬 古波津　陽

明治大学① 桜美林大学① 東洋大学① 横浜国立大学①

座本　海里 大脇　冬威 打越　一志 木村　太次郎

大東文化大学③ 明治大学② 桜美林大学① 城西大学④

渡辺　真太郎 松林　錬成 田中　統悟 村島　大晴

城西大学③ 大東文化大学④ 法政大学① 桜美林大学①
15 9:36

2 7:39
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No Time

1 7:30

3 7:48

4 7:57

5 8:06

6 8:15

7 8:24

8 8:33

9 8:42

10 8:51

11 9:00

12 9:09

13 9:18

14 9:27



IN-OUT　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

石崎　せいか 田中　佑奈 橋本　真生

日本大学③ 慶應義塾大学③ 上智大学③

鈴木　佐和子 熊澤　琳音 井田　涼子

上智大学③ 日本大学① 慶應義塾大学①

古川　愛弓 安達　有沙 西本　真瞳 伊波川　彩名

立教大学② 上智大学① 日本大学① 慶應義塾大学①

安田　結 國枝　美海 金原　有里紗 高澤　結衣

慶應義塾大学① 成城大学② 上智大学② 日本大学①

松本　みなみ 石井　愛里 齋藤　千玲 岡田　恭佳

中央学院大学④ 玉川大学④ 成城大学② 獨協大学④

中條　志歩 岩切　彩萌 山下　麗央 大久保　暖々子

獨協大学② 中央学院大学④ 玉川大学④ 成城大学①

坂口　佳那 棚澤　恵梨 武内　里加子 川崎　琴里

成城大学① 駒澤大学② 学習院大学① 中央学院大学①

鈴木　輝来里 深田　夢華 吉田　珠 武石　真奈

東京国際大学① 拓殖大学③ 駒澤大学② 学習院大学③

尾尻　真央 岡野　亜美 吉江　茉優子 中村　友香

学習院大学③ 帝京大学② 東京大学③ 駒澤大学①

藤巻　奈々華 浜野　祐加子 山室　結衣 半田　真彩

日本女子体育大学① 学習院大学③ 大妻女子大学③ 駒澤大学①

貝沼　建門 大久保　崇太 手塚　智大 橋本　英治

中央大学② 青山学院大学④ 一橋大学① 成蹊大学③

深澤　一瑛 髙橋　裕哉 瀧澤　泰嘉 大久保　剛人

成蹊大学③ 中央大学② 青山学院大学② 一橋大学③

大城　和哉 池田　悠真 中園　智也 木口　皓太

國學院大学① 成蹊大学② 中央大学① 青山学院大学①

パク　ジョンゴン 押渕　遼平 菅　翔太 森下　裕介

青山学院大学① 國學院大学① 成蹊大学① 中央大学①

江本　拓未 小林　永汰 清水　太陽 美濃川　尚樹

大東文化大学④ 城西大学② 國學院大学① 千葉工業大学①
15 9:36

14 9:27

13 9:18

1 7:30
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No Time

2 7:39

3 7:48

4 7:57

5 8:06

6 8:15

7 8:24

12 9:09

11 9:00

8 8:33

9 8:42

10 8:51


