
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

康 翔亮 湯原  光 原 悠太郎 溝口 丞

日本大学① 東北福祉大学① 日本大学④ 日本体育大学④

細谷 朋生 小林 大河 原田 竜成 杉田  龍英

日本体育大学④ 日本大学① 東北福祉大学① 日本大学④

前田  光史朗 家村 真平 佐野 健太 田中 響己

日本大学④ 日本体育大学④ 日本大学① 東北福祉大学①

田﨑 春樹 古川  龍之介 本間 一太 高橋 幸生

東北福祉大学① 日本大学④ 日本体育大学③ 日本大学①

髙橋 幸久 杉山 雄大 小田 祥平 山本 力輝

日本大学① 東北福祉大学① 専修大学① 日本体育大学③

鈴木 隆太 菱沼 壮太 小村 隼士 坂田 一真

日本体育大学② 日本大学① 東北福祉大学① 専修大学①

久保田 堅士 新垣 厚樹 古川 惣一朗 柿沼 瑛亮

専修大学② 日本体育大学② 日本大学① 東北福祉大学①

石井 大聖 福住 将 田中 貫太 松枝  靖悟

東北福祉大学① 専修大学② 明治大学① 日本大学①

石谷 竜月希 阿立 三四郎 福住 修 林  恭平

日本大学② 東北福祉大学① 専修大学② 明治大学②

加藤  聡馬 岩井 悠真 藤原 直輝 高橋 太陽

明治大学③ 日本大学② 東北福祉大学② 専修大学③

川崎 智洋 出水田 裕輝 高津佐 琉斗 唐下 明徒

専修大学③ 法政大学③ 日本大学② 東北福祉大学②

鄭 優星 和田 歩 勝俣  翔 佐藤 卓郎

東北福祉大学② 専修大学③ 法政大学③ 日本大学②

島戸 太一 玉木 海凪 澤田 新 篠﨑 勇真

日本大学② 東北福祉大学② 専修大学④ 法政大学④

塚越 光玖 高橋 遼羽 菅野 義稀 窪田 大紀

駒澤大学① 日本大学② 東北福祉大学② 専修大学④

森 竜也 奥山 大地 塚原 悠斗 枝川 吏輝

東海大学③ 駒澤大学④ 日本大学② 東北福祉大学②

2 7:38

【OUT-IN】

No Time

1 7:30

3 7:46

4 7:54

5 8:02

6 8:10

7 8:18

8 8:26

9 8:34

10 8:42

11 8:50

12 8:58

13 9:06

14
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9:14

15 9:22



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

寺西 遼馬 商崎 涼平 中川 拓海 五味田 真大

日本大学② 東北福祉大学② 中央学院大学③ 東京国際大学①

岡部 祐太 中嶋 翔生 宮里 海翔 金田 卓己

東京国際大学④ 日本大学② 東北福祉大学③ 中央学院大学③

細川 和広 奥田 文太 松原 隆虎 三田 貴樹

中央学院大学④ 東京国際大学③ 日本大学② 東北福祉大学③

廣澤 京平 古賀 浩輝 澤 慎之輔 杉浦 悠太

東北福祉大学③ 中央学院大学④ 東京国際大学③ 日本大学③

出利葉 太一郎 津田 浩平 宮内 遼河 又吉 鷹丸

日本大学③ 東北福祉大学③ 中央学院大学④ 東京国際大学①

湯沢 友哉 吉川  翔都 高妻 諒 上小城 柾之

東京国際大学① 日本大学③ 東北福祉大学③ 早稲田大学④

中野 麟太郎 久米 慧 新村 駿 倉林 太聖

早稲田大学① 慶應義塾大学③ 日本大学④ 東北福祉大学③

亀井 壮汰 柏俣 結生 安保 勇希 鈴木 洸大

東北福祉大学③ 早稲田大学① 慶應義塾大学④ 日本大学③

纐纈 瑠綺也 岡田 晃平 麻生 悠人 西片 太一

日本大学③ 東北福祉大学③ 早稲田大学② 中央大学④

奥田  智也 豊里 裕士 池田 悠太 小室  敬偉

中央大学③ 日本大学③ 東北福祉大学③ 早稲田大学②

竹原 佳吾 森田 文哉 朴 相大 山本 大雅

早稲田大学① 山梨学院大学③ 日本大学③ 東北福祉大学④

矢野 辰典 安保 卓哉 太田  誠人 栗原 悠宇

東北福祉大学④ 早稲田大学① 山梨学院大学④ 日本大学③

岡部  開斗 広山 雄大 渡邉 真太郎 髙橋 黎

日本大学③ 東北福祉大学④ 城西大学④ 山梨学院大学④

西谷  正造 長野  京介 蝉川 泰果 昌山 大暉

上智大学④ 日本大学④ 東北福祉大学④ 立教大学①

植田 晃大 黒澤 大輝 豊田  龍生 鈴木 晃祐

東北福祉大学④ 東北学院大学② 日本大学④ 東北福祉大学④

【IN-OUT】

No Time

1 7:30

2 7:38

3 7:46

4 7:54

5 8:02

6 8:10

8:58

7 8:18

8 8:26

9 8:34

15 9:22

13 9:06

14 9:14

10 8:42

11 8:50

12


