
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

根岸 源⽮ 井上 和⾺ 深澤 ⼀瑛
慶應義塾⼤学④ 国際基督教⼤学① 成蹊⼤学④

川井 應祐 ⾼本 諒 ⼭⼝ 航平 吉澤 樹
成蹊⼤学① 慶應義塾⼤学② 国際基督教⼤学① 上智⼤学③
増⽥ 泰⾏ 林 嘉⼀ 武⽯ 昌⼤ 能勢 優雅

上智⼤学② 成蹊⼤学① 慶應義塾⼤学② 国際基督教⼤学①
清⽔ 響 ⼤塚 俊貴 加藤 裕紀 岡 安⼈

東京⼤学④ 上智⼤学② ⽇本⼤学④ 慶應義塾⼤学①
尾形 桂 堀 恵⼤ 篠沢 諒 佐藤 ⾶⿃

早稲⽥⼤学① 東京⼤学③ 上智⼤学③ ⽇本⼤学④
⾼橋 遼 安部 優⼈ 中川 聖太 ⼭本 七海

富⼠⼤学③ 早稲⽥⼤学① ⽇本⼤学④ 東京⼤学③
濱島 和⽣ 鈴⽊ 聡⾺ 中村 隼⼈ 渡邊 優⼈

東京⼤学① ⽇本⼤学② 早稲⽥⼤学① 富⼠⼤学③
三宅 耕平 菊川 淳仁 ⽔上 就智 村⼭ 純平

東洋⼤学④ 拓殖⼤学④ 東京農業⼤学① 早稲⽥⼤学①
松下 潤紀 藤巻 伶朗 辻 ⻯舞 ⼤井 琉耶

東京農業⼤学① 東洋⼤学③ 拓殖⼤学④ 東京国際⼤学③
加藤 正樹 後藤 凱成 ⻄岡 崇⾺ 村松 礼央

帝京⼤学④ 東京国際⼤学② 東洋⼤学② 拓殖⼤学③
阿部 廉太郎 永⽥ 哲晟 綱島 健⼈ 三澤 弥太朗
拓殖⼤学② 帝京⼤学② 東京国際⼤学① 東洋⼤学①
堀⼝ 直哉 姫野 然 ⿊柳 輝真 ⼭上 悠翔

常磐⼤学④ 城⻄⼤学③ 帝京⼤学② ⼭梨学院⼤学①
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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

⽔津 彩花 ⼤橋 のゆり 髙澤 結⾐
慶應義塾⼤学④ 学習院⼤学③ ⽇本⼤学②

⼭崎 珠杏 篠崎 杏南 尾尻 真央 ⼭村 百⾳
⽇本⼤学③ 慶應義塾⼤学④ 学習院⼤学④ 帝京⼤学④
⼤和⽥ 夏帆 武⽯ 真奈 村⽥ 美咲 古江 葵
帝京⼤学④ 学習院⼤学④ 慶應義塾⼤学④ ⽇本⼤学①
武内 ⾥加⼦ ⼩林 萌菜 ⼤坊 鈴葉 広瀬 慶

学習院⼤学② 国際基督教⼤学① ⽇本⼤学① 慶應義塾⼤学③
財前 斐 ⽮澤 侑季 吉江 茉優⼦ 川村 綾

早稲⽥⼤学② 成城⼤学② 東京⼤学④ 国際基督教⼤学①
⼭中 綾⼦ ⻄川 果穂 古川 あい ⼤島 知佳

東京⼤学③ 早稲⽥⼤学① 成城⼤学① ⽴教⼤学③
野⽮ 彩⾹ 松本 美由紀 能美 りのん 髙橋 ⿇佑

⻘⼭学院⼤学② 東京⼤学③ 早稲⽥⼤学① 成城⼤学①
⾓⽥ 葉⽉ 吉江 美優⾐ 樋渡 優理 野⽮ 愛莉

⽇本⼥⼦⼤学② 成城⼤学② 東京⼤学③ 上智⼤学①
齋藤 華⾳ 廣澤 茉莉亜 ⽔本 楓⾳ 髙橋 夢⽻

東京国際⼤学① ⽇本⼥⼦⼤学④ 東京農業⼤学① 駒澤⼤学③
⼤島 遥花 藤巻 奈々華 深沢 ひかり 塩⼿ 愛茄

明治学院⼤学① ⽇本⼥⼦体育⼤学② ⽇本⼥⼦⼤学④ 東京電機⼤学①
松原 純 ⾺渕 祥丸 ⼩⿊ 圭倫 伴 ⼤誠

⽴教⼤学④ 学習院⼤学③ 横浜国⽴⼤学③ 成城⼤学③
岡⽥ 圭太 ⽊内 凜 丸 祐真 古波津 陽

成城⼤学② ⽴教⼤学② 学習院⼤学② 横浜国⽴⼤学②
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