
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

中駄 凜太郎 中村 竜 寺辻 真生 小屋 将一朗

中央大学④ 中央大学④ 法政大学③ 法政大学①

関 駿斗 櫻井 豪 三好 康太 勝俣 翔

中央大学③ 中央大学③ 法政大学④ 法政大学③

後閑 拓真 織井 昭汰 篠﨑 勇真 齋藤 光

中央大学④ 中央大学④ 法政大学④ 法政大学①

西片 太一 篠原 雷登 出水田 裕輝 赤塚 将成

中央大学④ 中央大学③ 法政大学③ 法政大学②

白井 陸 中村 哉斗 黒澤 大輝 真壁 英路

山梨学院大学④ 山梨学院大学③  東北学院大学②  東北学院大学④

髙橋 黎 太田 智之 千葉 黎 秋村 侑希

山梨学院大学④ 山梨学院大学③  東北学院大学①  東北学院大学①

森田 文哉 田辺 虎 佐藤 亮太朗 猪股 柊平

山梨学院大学③ 山梨学院大学③  東北学院大学④  東北学院大学③

太田 誠人 井関 陸人 長谷川 夏大 和知 快斗

山梨学院大学④ 山梨学院大学④  東北学院大学②  東北学院大学③

市川 遥介 牛谷 陸 横山 尚建 工藤 大河

中央大学④ 中央大学④ 中央大学③ 中央大学③

濱田 孝太郎 淺野 友太郎

法政大学③ 法政大学②

濱田 将吾 佐々木 尚紀 楠原 竜太郎 藤澤 幸生

山梨学院大学④ 山梨学院大学④ 山梨学院大学② 山梨学院大学②

2 6:38

3 6:46

4 6:54

2022年度関東大学秋季Bブロック対抗戦

　２日目組合せ　9月15日(木)

ローテーション　OUT－IN

NO TIME

1 6:30

8 7:26

9 7:34

10 7:42

5 7:02

6 7:10

7 7:18

2 12:06

3 12:12

11 7:50

1 12:00

6 12:30

7 12:36

4 12:18

5 12:24

10 12:54

11 13:00

8 12:42

9 12:48

12 13:06



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

千種 悠史 山口 泰知 塚越 光玖 林 宗史

明治大学③ 明治大学③ 駒澤大学① 駒澤大学②

遠藤 大梧 田中 貫太 山田 真輝 石森 健太郎

明治大学④ 明治大学① 駒澤大学③ 駒澤大学③

竹中 雅貴 林 恭平 鈴木 朝登 杉原 歩樹

明治大学① 明治大学② 駒澤大学④ 駒澤大学③

依田 智也 仲宗根 寛瑛 松本 優人 紺野 秀倖

明治大学① 明治大学② 駒澤大学③ 駒澤大学②

岡部 祐太 千羽 祐介 林 秀星 渡部 太一

 東京国際大学④  東京国際大学④ 神奈川大学③ 神奈川大学②

弘内 秀 柘植 翔太 熊谷 拓海 杉原 康太

 東京国際大学④  東京国際大学③ 神奈川大学① 神奈川大学①

奥田 文太 山田 健悟 丹羽 泰誠 安河内 颯馬

 東京国際大学③  東京国際大学② 神奈川大学① 神奈川大学①

若宮 翔梧 澤 慎之輔 薄井 悠真 萩原 健斗

 東京国際大学④  東京国際大学③ 神奈川大学② 神奈川大学③

伊藤 頼雄 青木 優介 田 龍宝 加藤 聡馬

明治大学① 明治大学① 明治大学④ 明治大学③

石垣 快音 奥山 大地 鬼澤 遥希 井坪 祐介

駒澤大学④ 駒澤大学④ 駒澤大学② 駒澤大学④

大森 星夜 松本 拓人 又吉 鷹丸 湯沢 友哉

 東京国際大学③  東京国際大学②  東京国際大学①  東京国際大学①

齋藤 大輝 及川 結貴 石井 優汰郎 上原 大

神奈川大学④ 神奈川大学① 神奈川大学② 神奈川大学①

　２日目組合せ　9月15日(木)

ローテーション　IN－OUT

NO TIME

1 6:30

2022年度関東大学秋季Bブロック対抗戦

5 7:02

6 7:10

7 7:18

2 6:38

3 6:46

4 6:54

11 7:50

1 12:00

8 7:26

9 7:34

10 7:42

12 7:58

4 12:18

5 12:24

2 12:06

3 12:12

8 12:42

9 12:48

6 12:30

7 12:36

12 13:06

10 12:54

11 13:00


