
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

古瀬 幸一朗 古川 龍之介 新垣 厚樹

東北福祉大学① 日本大学④ 日本体育大学②

植田 晃大 出利葉 太一郎 細谷 朋生

東北福祉大学④ 日本大学③ 日本体育大学④

山本 大雅 小林 大河 鈴木 隆太

東北福祉大学④ 日本大学① 日本体育大学②

原田 竜成 杉浦 悠太 中島 啓太

東北福祉大学① 日本大学③ 日本体育大学④

湯原 光 原 悠太郎 溝口 丞

東北福祉大学① 日本大学④ 日本体育大学④

宮里 海翔 豊田 龍生 本間 一太

東北福祉大学③ 日本大学④ 日本体育大学③

鈴木 晃祐 前田 光史郎 山本 力輝

東北福祉大学④ 日本大学④ 日本体育大学③

蝉川 泰果 新村 駿 藤井 想大

東北福祉大学④ 日本大学④ 日本体育大学①

真壁 英路 薄井 悠真 堀 恵大 阿部 大翔

東北学院大学④ 神奈川大学② 東京大学② 東海大学②

猪股 柊平 杉原 康太 片岡 稔貴 中村 風起人

東北学院大学③ 神奈川大学① 東京大学② 東海大学④

佐藤 亮太朗 丹羽 泰誠 山本 七海 森 竜也

東北学院大学④ 神奈川大学① 東京大学② 東海大学③

長谷川 夏大 上原 大 大平 直輝 志村 翔太郎

東北学院大学② 神奈川大学① 東京大学④ 東海大学③

黒澤 大輝 安河内 颯馬 清水 響 渡邊 絢心

東北学院大学② 神奈川大学① 東京大学④ 東海大学②

和知 快斗 熊谷 拓海 田中 健太郎 巽 玲央

東北学院大学③ 神奈川大学① 東京大学④ 東海大学④
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2022年度関東大学春季ACブロック対抗戦　最終日

ローテーション　OUT－IN

NO TIME

1 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

林 聖也 川崎 智洋 竹中 雅貴

中央学院大学① 専修大学③ 明治大学①

長谷 政真 小田 祥平 依田 智也

中央学院大学① 専修大学① 明治大学①

宮内 遼河 福住 修 加藤 聡馬

中央学院大学④ 専修大学② 明治大学②

小林 拳史郎 澤田 新 遠藤 大梧

中央学院大学② 専修大学④ 明治大学④

金田 卓己 坂田 一真 千種 悠史

中央学院大学③ 専修大学① 明治大学③

中川 拓海 富永 龍輝 仲宗根 寛瑛

中央学院大学③ 専修大学② 明治大学②

細川 和広 和田 歩 田中 貫太

中央学院大学④ 専修大学③ 明治大学①

遠藤 銀河 福住 将 林　恭平

中央学院大学④ 専修大学② 明治大学②

横山 アカシ 西谷 正造 前田 一護

青山学院大学③ 上智大学④ 帝京大学①

髙橋 竜生 小林 一心 柳澤 欣栄

青山学院大学④ 上智大学③ 帝京大学①

瀧澤 泰嘉 山根 怜馬 加藤 正樹

青山学院大学③ 上智大学③ 帝京大学④

パク ジョンゴン 山口 翔大 浦 理玖史

青山学院大学② 上智大学③ 帝京大学①

島崎 三太 森 智也 永田 哲晟

青山学院大学① 上智大学② 帝京大学②

中村 ゲティケイン 吉澤 樹 黒柳 輝真

青山学院大学③ 上智大学③ 帝京大学②
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2022年度関東大学春季ACブロック対抗戦　最終日
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