
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

⼊江 京花 三澤 舞 幸⽥ 彩⾥
⽇本体育⼤学① 駒澤⼤学④ 早稲⽥⼤学③

⼤⽵ ⿇琴 宇⽥ 紗彩 ⻄川 果穂
⽇本体育⼤学② 駒澤⼤学① 早稲⽥⼤学①

遠藤 夢⾥ 砂川 翔⼦ 稲垣 那奈⼦
⽇本体育⼤学③ 駒澤⼤学④ 早稲⽥⼤学④

⼤村 桃葉 伊藤 藍⽉ 能美 りのん
⽇本体育⼤学④ 駒澤⼤学① 早稲⽥⼤学①

島勝 ひなた 加園 美波 堀⽥ 理紗⼦
⽇本体育⼤学① 駒澤⼤学③ 早稲⽥⼤学④

榎本 杏果 井上 渚 ⾼⽊ 美咲
法政⼤学① 東京国際⼤学④ 明治⼤学③
⽯井 咲来 岸⽥ 真⾐奈 ⻲川 美⽻

法政⼤学② 東京国際⼤学② 明治⼤学①
渡邉 彩⼼ ⾼⽥ 菜桜 村上 美空

法政⼤学① 東京国際⼤学① 明治⼤学①
北村 安理 齋藤 華⾳ 渋野 暉璃⼦

法政⼤学② 東京国際⼤学① 明治⼤学②
森 彩乃 ⼩﨑 茜 相場 彩那

法政⼤学④ 東京国際⼤学④ 明治⼤学②
林 恭平 織井 昭汰 寺辻 真⽣

明治⼤学② 中央⼤学④ 法政⼤学③
⽥中 貫太 後閑 拓真 ⼩屋 将⼀朗

明治⼤学① 中央⼤学④ 法政⼤学①
⼭⼝ 泰知 中駄 凜太郎 出⽔⽥ 裕輝

明治⼤学③ 中央⼤学④ 法政⼤学③
千種 悠史 ⻄⽚ 太⼀ 勝俣 翔

明治⼤学③ 中央⼤学④ 法政⼤学③
仲宗根 寛瑛 中村 ⻯ 篠﨑 勇真
明治⼤学② 中央⼤学④ 法政⼤学④
⼩⽥ 祥平 本間 ⼀太 宮内 遼河

専修⼤学① ⽇本体育⼤学③ 中央学院⼤学④
福住 将 新垣 厚樹 ⼩林 拳史郎

専修⼤学② ⽇本体育⼤学② 中央学院⼤学②
和⽥ 歩 溝⼝ 丞 ⾦⽥ 卓⼰

専修⼤学③ ⽇本体育⼤学④ 中央学院⼤学③
坂⽥ ⼀真 ⼭本 ⼒輝 中川 拓海

専修⼤学① ⽇本体育⼤学③ 中央学院⼤学③
福住 修 鈴⽊ 隆太 細川 和広

専修⼤学② ⽇本体育⼤学② 中央学院⼤学④

常陸宮杯・常陸宮妃杯　予選　試合⽇

ローテーション　OUT－IN

NO TIME

1 8:30

5 9:10

4 9:00

3 8:50

2 8:40

10 10:00

9 9:50

8 9:40

7 9:30

6 9:20

16 11:00

15 10:50

14 10:40

13 10:30

12 10:20

11 10:10

11:30

20 11:40

17 11:10

18 11:20

19



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

髙崎 綾乃 安那 亜沙 ⼩林 愛奈 伊波川 彩名
上智⼤学④ 専修⼤学③ 中央学院⼤学② 慶應義塾⼤学②
⾦原 有⾥紗 楠 恵真 ⼟屋 あゆ 安⽥ 結
上智⼤学③ 専修⼤学① 中央学院⼤学④ 慶應義塾⼤学②
安達 有沙 芳賀 みのり ⾚⽊ 理央 平沼 美咲⼦

上智⼤学② 専修⼤学① 中央学院⼤学④ 慶應義塾⼤学②
野⽮ 愛莉 井内 涼樺 遠藤 眞⼦ 関⼾ 美⽉

上智⼤学① 専修⼤学④ 中央学院⼤学④ 慶應義塾⼤学①
中村 珠莉⾹ 林 瑚都 ⻫藤 ⾥奈 Angelina Gong
上智⼤学④ 専修⼤学④ 中央学院⼤学① 慶應義塾⼤学②

林 宗史 岡部 祐太 濱⽥ 将吾 真壁 英路
駒澤⼤学② 東京国際⼤学④ ⼭梨学院⼤学④ 東北学院⼤学④
紺野 秀倖 ⼭⽥ 健悟 森⽥ ⽂哉 ⿊澤 ⼤輝

駒澤⼤学② 東京国際⼤学② ⼭梨学院⼤学③ 東北学院⼤学②
⼭⽥ 真輝 千⽻ 祐介 太⽥ 智之 佐藤 亮太朗

駒澤⼤学③ 東京国際⼤学④ ⼭梨学院⼤学③ 東北学院⼤学④
塚越 光玖 柘植 翔太 髙橋 黎 猪股 柊平

駒澤⼤学① 東京国際⼤学③ ⼭梨学院⼤学④ 東北学院⼤学③
鈴⽊ 朝登 弘内 秀 太⽥ 誠⼈ ⻑⾕川 夏⼤

駒澤⼤学④ 東京国際⼤学④ ⼭梨学院⼤学④ 東北学院⼤学②
杉原 康太 ⽩⽯ ⼀⾺ 関⼝ 輝 森⼭ 正⽃
神奈川⼤学① 慶應義塾⼤学② 東京⼤学② ⽴教⼤学②
丹⽻ 泰誠 古⽥ 雄介 ⽥中 健太郎 ⼩⽥ 圭将
神奈川⼤学① 慶應義塾⼤学① 東京⼤学④ ⽴教⼤学①

渡部 太⼀ 村尾 優⼀ ⽚岡 稔貴 昌⼭ ⼤暉
神奈川⼤学② 慶應義塾⼤学③ 東京⼤学② ⽴教⼤学①
安河内 颯⾺ 安保 勇希 堀 恵⼤ 上村 侑輝
神奈川⼤学① 慶應義塾⼤学④ 東京⼤学② ⽴教⼤学①
萩原 健⽃ ⾦⼦ 拓⾺ ⼭本 七海 剱 瑠偉
神奈川⼤学③ 慶應義塾⼤学② 東京⼤学② ⽴教⼤学③

常陸宮杯・常陸宮妃杯　予選　試合⽇

ローテーション　IN－OUT

NO TIME

1 8:30

6 9:20

3 8:50

2 8:40

4 9:00

10:20

11 10:10

10 10:00

9 9:50

9:105

8 9:40

7 9:30

15 10:50

14 10:40

13 10:30

12


