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亀井 壮汰 溝口 丞 中村 ゲティケイン 松澤 能大

東北福祉大学③ 日本体育大学④ 青山学院大学③ 東京農業大学④

伊勢 太陽 高妻 諒 深尾 健太 島崎 三太

東京農業大学② 東北福祉大学③ 日本体育大学④ 青山学院大学①

山元 源 安部 優人 廣澤 京平 山本 力輝

中央大学② 早稲田大学① 東北福祉大学③ 日本体育大学③

鈴木 隆太 石渡 蒼 栗原 功太郎 玉木 海凪

日本体育大学② 中央大学① 早稲田大学② 東北福祉大学②

鄭 優星 宮下 優輝 高橋 諭史 中野 麟太朗

東北福祉大学② 日本体育大学① 中央大学② 早稲田大学①

尾形 桂 小村 隼士 井上 裕一郎 中園 智也

早稲田大学① 東北福祉大学① 日本体育大学③ 中央大学②

篠原 雷登 上野 隼人 田﨑 春樹 鈴木 雄太

中央大学① 早稲田大学① 東北福祉大学① 日本体育大学②

井村 遼太 関 駿斗 田原 和 湯原 光

日本体育大学④ 中央大学② 早稲田大学② 東北福祉大学①

倉林 太聖 千種 悠史 市川 遥介 酒本 渉吾

東北福祉大学③ 明治大学③ 中央大学④ 早稲田大学③

上村 侑樹 石川 巧 仲宗根 寛瑛 後閑 拓真

立教大学① 東北福祉大学① 明治大学② 中央大学④

猪股 柊平 剱 瑠偉 三田 貴樹 田中 貫太

東北学院大学③ 立教大学③ 東北福祉大学③ 明治大学①

竹中 雅貴 和知 快斗 佐久間 怜央 柿沼 瑛亮

明治大学① 東北学院大学③ 立教大学④ 東北福祉大学①

阿立 三四郎 杉原 康太 千葉 黎 中島 幸輝

東北福祉大学① 神奈川大学① 東北学院大学① 立教大学②

東 俊之介 古波津 陽 古木 翔大 堀口 直哉

学習院大学③ 横浜国立大学④ 神奈川大学② 常磐大学④

和田 洸夢 山崎 大空 小黒 圭倫 渡邊 優人

常磐大学③ 学習院大学③ 横浜国立大学③ 富士大学③
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寺西 遼馬 中川 拓海 髙橋 黎 澤田 新

日本大学② 中央学院大学③ 山梨学院大学④ 専修大学④

高橋 太陽 朴 相大 林 聖也 濱田 将吾

専修大学③ 日本大学③ 中央学院大学① 山梨学院大学④

太田 智之 福住 将 小野寺 悠 片桐 悠佑

山梨学院大学③ 専修大学② 日本大学④ 中央学院大学③

佐藤 友哉 白井 陸 小田 祥平 佐藤 卓郎

中央学院大学② 山梨学院大学④ 専修大学① 日本大学②

小林 大河 向後 太賀 中村 哉斗 水野 陽稀

日本大学① 中央学院大学① 山梨学院大学③ 専修大学④

富永 龍輝 康 翔亮 千葉 勇稀 小出 瞬輝

専修大学② 日本大学① 中央学院大学③ 山梨学院大学③

千葉 楽 縄田 領一 島戸 太一 新井 七星 

山梨学院大学④ 専修大学① 日本大学② 中央学院大学②

渡辺 詠楽 鈴木 朝登 白石 光太郎 吉川 翔都

中央学院大学① 駒澤大学④ 専修大学② 日本大学③

塚原 悠斗 大脇 冬威 奥山 大地 千羽 祐介

日本大学② 明治大学③ 駒澤大学④ 東京国際大学④

奥田 文太 山中 悠飛 中島 伸之助 山田 真輝

東京国際大学③ 日本大学① 明治大学③ 駒澤大学③

遠藤 りお 湯沢 友哉 寺辻 真生 依田 智也

駒澤大学② 東京国際大学① 法政大学③ 明治大学①

小林 慈大 石垣 快音 若宮 翔梧 赤塚 将成

明治大学③ 駒澤大学④ 東京国際大学④ 法政大学②

小屋 将一朗 巽 玲央 鬼澤 遥希 深澤 一瑛

法政大学① 東海大学④ 駒澤大学② 成蹊大学④

池田 悠真 三好 康太 森 竜也 田中 健太郎

成蹊大学③ 法政大学④ 東海大学③ 東京大学④

濱島 和生 石澤 慧翔 清水 泰斗 渡邊 絢心

東京大学① 成蹊大学① 法政大学① 東海大学②
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