
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

柏俣　結生 中村　竜 弘内　秀 寺辻　真生

早稲田大学① 中央大学④ 東京国際大学④ 法政大学③

城　尚輝 関　駿斗 山田　健悟 濱田　孝太郎

早稲田大学③ 中央大学② 東京国際大学② 法政大学③

上野　隼人 櫻井　豪 澤　慎之輔 出水田　裕輝

早稲田大学① 中央大学② 東京国際大学③ 法政大学③

安保　卓哉 篠原　雷登 森薗　大河 斎藤　光

早稲田大学① 中央大学① 東京国際大学② 法政大学①

竹原　佳吾 奥田　智也 柘植　翔太 小屋　将一朗

早稲田大学① 中央大学③ 東京国際大学③ 法政大学①

麻生　悠人 後閑　拓真 奥田　文太 淺野　友太郎

早稲田大学② 中央大学④ 東京国際大学③ 法政大学②

小室　敬偉 織井　昭汰 又吉　鷹丸 勝俣　翔

早稲田大学② 中央大学④ 東京国際大学① 法政大学③

中野　麟太朗 西片　太一 岡部　祐太 篠崎　勇真

早稲田大学① 中央大学④ 東京国際大学④ 法政大学④

東　俊之介 辻　竜舞 池田　悠真 本田　大翔

学習院大学③ 拓殖大学④ 成蹊大学③ 国士舘大学②

氏家　大輔 阿部　廉太郎 重野　雄斗 古屋敷　悠紀

学習院大学④ 拓殖大学② 成蹊大学② 国士舘大学①

大沢　慧 村松　礼央 相田　光汰朗 川嶋　椋

学習院大学① 拓殖大学③ 成蹊大学② 国士舘大学①

丸　祐真 邱　梓祐 石澤　慧翔 竹内　冠貴

学習院大学② 拓殖大学② 成蹊大学① 国士舘大学②

南　基平 苅部　貴哉 橋本　英治 中西　圭

学習院大学④ 拓殖大学③ 成蹊大学④ 国士舘大学④

風岡　衣杏 菊川　淳仁 深澤　一瑛 尾口　辰政

学習院大学③ 拓殖大学④ 成蹊大学④ 国士舘大学②

8:30

12 9:20

13 9:30

14 9:40

7:50

10 9:00

11 9:10

7

2022年度関東⼤学春季BDブロック対抗戦　　最終⽇
ローテーション　OUT－IN

NO TIME

1

8:10

4 8:00

5

6 8:20

2 7:40

3

8 8:40

9 8:50

7:30



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

杉原　歩樹 剱　瑠偉 太田　智之 安保　勇希

駒澤大学③ 立教大学③ 山梨学院大学③ 慶應義塾大学④

黒木　健太 横山　幸汰 藤澤　幸生 佐藤　壱洸

駒澤大学③ 立教大学④ 山梨学院大学② 慶應義塾大学④

遠藤　りお 昌山　大暉 森田　文哉 村尾　優一

駒澤大学② 立教大学① 山梨学院大学③ 慶應義塾大学③

山田　真輝 森山　正斗 小出　瞬輝 バイ　ゼンユ　Daniel

駒澤大学③ 立教大学② 山梨学院大学③ 慶應義塾大学①

林　宗史 上村　侑輝 髙橋　黎 金子　拓馬

駒澤大学② 立教大学① 山梨学院大学④ 慶應義塾大学②

紺野　秀倖 佐久間　怜央 佐々木　尚紀 久米　慧

駒澤大学② 立教大学④ 山梨学院大学④ 慶應義塾大学③

鈴木　朝登 高林　龍人 濱田　将吾 寺島　諒

駒澤大学④ 立教大学④ 山梨学院大学④ 慶應義塾大学②

塚越　光玖 鈴木　勝奈織 太田　誠人 白石　一馬

駒澤大学① 立教大学④ 山梨学院大学④ 慶應義塾大学②

阿部　雅茂 宇野　那月 小黒　圭倫

明治学院大学④ 一橋大学① 横浜国立大学③

岡上　士門 池田　智貴 土戸　統伍 姫野　然

明治学院大学④ 一橋大学② 横浜国立大学② 城西大学③

井上　優哉 曽根　魁斗 新庄　健生 小林　永汰

明治学院大学③ 一橋大学① 横浜国立大学① 城西大学③

古賀　大輝 手塚　智大 金城　凌真 鮫島　涼

明治学院大学② 一橋大学② 横浜国立大学① 城西大学①

石川　昂太郎 福澤　考晴 志賀　寛生 安藤　宏起

明治学院大学③ 一橋大学② 横浜国立大学① 城西大学④

斎藤　大 當間　大介 大井　優輝 渡辺　真太郎

明治学院大学③ 一橋大学② 横浜国立大学① 城西大学④
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