
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

黒柳 輝真 菊川 淳仁 竹内 冠貴

帝京大学② 拓殖大学④ 国士舘大学②

前田 一護 岡村 尭則 甲斐 太智

帝京大学① 拓殖大学① 国士舘大学①

渡辺 伊織 阿部 廉太郎 小林 涼太

帝京大学① 拓殖大学② 国士舘大学①

永田 哲晟 村松 礼央 中西 圭

帝京大学② 拓殖大学③ 国士舘大学④

浦 理玖史 邱 梓祐 尾口 辰政

帝京大学① 拓殖大学② 国士舘大学②

加藤 正樹 苅部 貴哉 本田 大翔

帝京大学④ 拓殖大学③ 国士舘大学②

柳澤 欣栄 林 辰哉 古屋敷 悠紀 浦崎 隼冶

帝京大学① 拓殖大学① 国士舘大学① 国士舘大学①

片田 伸嵩 宇野 那月 才田 亮太郎 松澤 能大

明治学院大学③ 一橋大学① 東洋大学③ 東京農業大学④

阿部 雅茂 池田 智貴 三澤 弥太朗 藤原 玄基

明治学院大学④ 一橋大学② 東洋大学① 東京農業大学②

古賀 大輝 曽根 魁斗 藤巻 伶朗 山田 悠将

明治学院大学② 一橋大学① 東洋大学④ 東京農業大学①

齋藤 大 北林 大空 千葉 智広 伊勢 太陽

明治学院大学③ 一橋大学① 東洋大学④ 東京農業大学②

石川 昂太郎 手塚 智大 三宅 耕平 田野 巧真

明治学院大学③ 一橋大学② 東洋大学④ 東京農業大学②

中村 駿介 落合 澪也 嶺岸 聖也 中島 勘吾

明治学院大学① 一橋大学① 東洋大学③ 東京農業大学②

岡上 士門 安河内 太翔史

明治学院大学④ 明治学院大学③

池澤 秀明 福澤 孝晴 松下 潤紀

一橋大学① 一橋大学② 東京農業大学①

関東大学秋季DEFブロック対抗戦　

Dブロック

東-南

1 7:36

3 7:52

2 7:44

5 8:08

4 8:00

7 8:24

6 8:16

9 8:40

8 8:32

11 8:56

10 8:48

13 9:12

12 9:04

14 9:20

15 9:28



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

姫野 然 古波津 陽 ヨム デヨン

城西大学③ 横浜国立大学② 獨協大学②

小林 永汰 土戸 統伍 猪口 晃汰

城西大学③ 横浜国立大学② 獨協大学③

鮫島 涼 小黒 圭倫 山口 創磨

城西大学① 横浜国立大学③ 獨協大学①

安藤 宏起 新庄 健生 増尾 亮

城西大学④ 横浜国立大学② 獨協大学③

渡辺 真太郎 獅山 修平 山内 悠杜

城西大学④ 横浜国立大学① 獨協大学②

長谷川 晃士 上原 遥河 熊谷 幸大

大東文化大学① 大東文化大学① 獨協大学④

田中 佑樹 鎌田 基秀 三室 楽人 高見澤 尚生

大東文化大学② 玉川大学④ 東北大学② 駿河台大学④

堀越 龍之介 原 雄峰 辻 拓真 市川 将汰

大東文化大学① 玉川大学② 東北大学② 駿河台大学①

齋藤 日向 山本 大賀 伊藤 真 陶山 大介

大東文化大学② 玉川大学② 東北大学② 駿河台大学①

保科 昇太朗 神山 裕大 浜田 草太朗 新井 修矢

大東文化大学① 玉川大学② 東北大学① 駿河台大学①

松浦 伊吹 蜂須賀 蔵桐 坂本 一貴 榎本 勘太

大東文化大学② 玉川大学② 東北大学① 駿河台大学①

平井 大輔 髙橋 駿斗 篠原 直喜

玉川大学④ 玉川大学② 駿河台大学①

6 8:16

2 7:44

関東大学秋季DEFブロック対抗戦　

Eブロック

南-西

1 7:36

4 8:00

3 7:52

7 8:24

5 8:08

9 8:40

8 8:32

11 8:56

10 8:48

12 9:04



Fブロック

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

植頭 駿迪 井上 和馬

國學院大學④ 国際基督教大学①

大城 和哉 佐藤 洸 山口 航平

國學院大學② 東京都立大学② 国際基督教大学①

清水 太陽 小出 有純 萱森 王恭

國學院大學② 東京都立大学② 国際基督教大学①

押渕 遼平 若林 和樹 能勢 優雅

國學院大學② 東京都立大学① 国際基督教大学①

山口 諒 山下 巧 山崎 敦彦

東京電機大学④ 千葉大学① 亜細亜大学④

川井 瞭 杉野 稜馬 片寄 裕太

東京電機大学① 千葉大学① 亜細亜大学④

照屋 祐介 相田 直輝 桑原 広陽

東京電機大学① 千葉大学① 亜細亜大学①

霜田 亮馬 本多 悠真 李 譲治

東京電機大学① 千葉大学① 亜細亜大学①
8 8:32

2 7:44

関東大学秋季DEFブロック対抗戦　

西-東

1 7:36

4 8:00

3 7:52

7 8:24

6 8:16

5 8:08


