
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

孫 世沅 島戸 太一 高橋 遼羽

日本大学① 日本大学② 日本大学②

飯塚 敬吾 進藤 颯太 椎名 将大

日本大学③ 日本大学③ 日本大学②

池田 太郎 原 悠太郎 鈴木 聡馬

日本大学④ 日本大学④ 日本大学②

和田 洸夢 堀口 直哉 勝俣 翔

常磐大学③ 常磐大学④ 法政大学③

御厨 皓史 綱島 健人 山田 健梧 澤 慎之輔

東京国際大学④ 東京国際大学① 東京国際大学② 東京国際大学③

新城 ディラン 唯人 吉田 凛世 内海 将太 宮崎 琉

東北福祉大学② 東北福祉大学① 東北福祉大学③ 東北福祉大学③

尾形 桂 青木 雅也 城 尚輝 奥山 大地

早稲田大学① 早稲田大学① 早稲田大学③ 駒澤大学④

篠原 雷登 関 駿斗 櫻井 豪 髙橋 諭史

中央大学① 中央大学② 中央大学② 中央大学②

島崎 三太 中村 ゲティケイン 佐藤 友哉 松田 遥希 

青山学院大学① 青山学院大学③ 中央学院大学② 中央学院大学②

中川 拓海 金田 卓己 中澤 直斗 中島 伸之助 

中央学院大学③ 中央学院大学③ 中央学院大学③ 明治大学③

楠 大峻 高本 諒 西谷 正造 小林 一心

慶應義塾大学① 慶應義塾大学② 上智大学④ 上智大学③

古波津 陽 小林 佑太朗 森田 文哉 姫野 然 

横浜国立大学② 専修大学② 山梨学院大学③ 城西大学③
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【OUT-IN】

No Time

1 8:00

2 8:07

3 8:14

4 8:21

5 8:28

6 8:35

7 8:42

8 8:49

9 8:56

10 9:03

11 9:10

12 9:17



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

金澤 里伊満 桐原 愛奈 夏堀 萌香 

常磐大学② 常磐大学③ 常磐大学③

鈴木 輝来里 岸田 真衣奈 松本 菜々子 井手 美凪海

東京国際大学② 東京国際大学② 東京国際大学③ 明治学院大学①

高田 菜桜 齋藤 華音 斎藤 彩絵 髙里 由貴子

東京国際大学① 東京国際大学① 東北福祉大学② 明治学院大学①

堀田 理紗子 廣瀬 樹乃 茂木 春佳 武内 里加子 

早稲田大学④ 学習院大学④ 学習院大学④ 学習院大学②

木村 理咲 水津 彩花 森 有里紗 大村 怜央奈

慶應義塾大学④ 慶應義塾大学④ 日本大学④ 日本大学③

鞍田 有紀 谷 七穂 山岸 小春 髙橋 夢羽 

日本大学③ 日本大学③ 日本大学③ 駒澤大学③

安達 有沙 金原 有里紗 中條 志歩 川村 真穂

上智大学② 上智大学③ 獨協大学③ 成蹊大学④

岡野 千夏 斉藤 里奈 大島 遥花 野矢 彩香 

中央大学① 中央学院大学① 明治学院大学① 青山学院大学②

深澤 一瑛 岡田 圭太 苅部 貴哉 邱 梓祐 

成蹊大学④ 成城大学② 拓殖大学③ 拓殖大学②

濱島 和生 片岡 稔貴 山本 七海 田中 健太郎 

東京大学① 東京大学③ 東京大学③ 東京大学④

彦田 俊太郎 渡邉 絢心 志村 翔太郎 嶺岸 聖也 

東海大学① 東海大学② 東海大学③ 東洋大学③

渡邊 優人 本田 大翔 風岡 衣杏 藤原 玄基

富士大学③ 国士舘大学② 学習院大学③ 東京農業大学②
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