
OUT
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

江口　裕輔 大和田　泰雅 高野　壮登 福田　海斗

帝京大学② 帝京大学① 帝京大学① 城西大学①

東　　剛克 井口　　俊 飯野　遥生 西上　賢士

城西大学③ 城西大学① 成城大学① 成城大学①

横山　陽和 中井　文哉 小川　貴之 小野　亮太郎

成城大学③ 成城大学② 慶應義塾大学③ 慶應義塾大学③

服部　剛大 小林　史弥 鶴田　宙大 粟山　　尚

玉川大学③ 玉川大学③ 立教大学② 立教大学②

水主川　大樹 大西　健太 佐竹　幹太 田中　将吾

中央学院大学③中央学院大学②中央学院大学② 中央学院大学①

沼田　　凌 武松　将寛 尾野　武司 西村　　翼

中央学院大学① 神奈川大学① 神奈川大学① 神奈川大学③

常山　洋佑 東野　優也 島田　航汰 田中　元弥

東京国際大学④東京国際大学③東京国際大学① 東京国際大学②

長見　一世 角掛　竜太郎 長谷川　隆太 小野　宗弥

東京国際大学① 富士大学① 富士大学① 富士大学①

圓谷　寛晃 小紫　　陸 大野　和希 桑本　勇希

山梨学院大学③山梨学院大学②山梨学院大学② 山梨学院大学②

岩橋　和輝 新田　憲太朗 阿藤　起久 太田　峻平

東海大学④ 東海大学③ 東海大学③ 東海大学①

阪堂　和也 石渡　秀史 窪田　俊介 三島　史也

成蹊大学③ 成蹊大学② 成蹊大学① 成蹊大学①

井上　　陸 江上　裕亜 村山　真大 遠山　知秀

青山学院大学④青山学院大学①青山学院大学③ 青山学院大学①

船津　祐太 佐々木　　衛 星野　悠人 高橋　光寿

國學院大學③ 國學院大學② 國學院大學① 國學院大學①

伊藤　涼太 竹下　　瞬 山崎　裕太郎 吉川　慎悟

國學院大學① 東京大学③ 東京大学③ 東京大学③

奥山　　潤 坂本　雅道 小暮　大輝 村松　輝貴

東京農業大学①東京農業大学②東京農業大学③ 拓殖大学④

曾田　新之介 斉藤　康平 永谷　燦悟 平川　　諒

拓殖大学② 拓殖大学② 拓殖大学② 拓殖大学②
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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

武田　麻友子 大倉　聖香 勝沼　智子

成城大学③ 成城大学③ 成城大学③

貫井　萌加 渡部　葉月 安孫子　美央 三宅　伽音

立教大学② 立教大学② 学習院大学① 学習院大学①

阿見　敦美 横山　稀理 松村　茉理奈

日本大学③ 日本大学② 日本大学③

谷口　瑠梨 柴田　莉奈 宮森　　愛 原　千緒里

日本大学① 日本大学② 青山学院大学② 青山学院大学④

鈴木　慧子 森下　礼菜 中嶋　めぐ実 野間　季和子

慶應義塾大学③慶應義塾大学③慶應義塾大学② 慶應義塾大学②

沼田　玲奈 小澤　亜美 張　　仕璐 勝田　孝代　

中央学院大学③中央学院大学② 東京国際大学 大東文化大学②

木村　かな子 多久島　麻友 板倉　英里佳 船津　歩美

上智大学④ 上智大学④ 玉川大学③ 玉川大学②

石坂　奈緒 羽仁　薫子 渡辺　里桜 鈴木　茉里奈

獨協大学④ 獨協大学③ 獨協大学③ 獨協大学①

下園　祐介 石川　凌生 満丸　　司 太田　陽一郎

獨協大学③ 獨協大学③ 獨協大学① 獨協大学③

城倉　孝典 仙田　大貴 菊地　大悟 髙橋　優仁

獨協大学③ 亜細亜大学① 大東文化大学④ 大東文化大学①

仲道　利樹 照沼　純平 浮田　愛斗 鈴木　祥一郎

日本大学② 日本大学② 日本大学① 日本大学②

野村　雅寛 大原　健陽 東　　尚吾 石川　大輝

日本大学③ 東北福祉大学③東北福祉大学③ 東北福祉大学③

佐伯部　竜也 山本　侑直 矢作　将太郎 木嶋　俊介

東北福祉大学①東北福祉大学② 学習院大学③ 学習院大学①

征矢野　光一 菊地　峻平 灘波　綜一 高橋　佑一郎

東洋大学④ 東洋大学④ 東洋大学① 東洋大学②

山崎　倫哉 横山　智哉 森川　貴裕 矢田　将之

東京経済大学③東京経済大学④東京経済大学④ 東京電機大学②

竹村　　翔 村上　航太 鄭観　　泰 安達　賢都

横浜商科大学④横浜商科大学④横浜商科大学① 桜美林大学②
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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
小野　亮太郎 大巾　隼弥 五十嵐　元

慶應義塾大学③ 明治大学④ 立教大学③
横山　陽和 若山　秀太郎 小川　　黎 粟山　　尚
成城大学③ 慶應義塾大学① 明治大学② 立教大学②
鶴田　宙大 中井　文哉 山本　泰平 加藤　寛之
立教大学② 成城大学② 慶應義塾大学① 明治大学②
田中　健太郎 山本　光人 西上　賢士 新毛　達朗
明治大学③ 立教大学③ 成城大学① 慶應義塾大学②
小川　貴之 飯塚　　健 小島　翔太 飯野　遥生

慶應義塾大学③ 明治大学④ 立教大学③ 成城大学①
篠崎　　唯 仙田　大貴 石川　隆一 野村　雅寛
中央大学② 亜細亜大学① 学習院大学① 日本大学③
浮田　愛斗 国本　仁成 長見　一世 木嶋　俊介
日本大学① 中央大学② 東京国際大学① 学習院大学①
外崎　仁平 仲道　利樹 丹羽　雅彦 島田　航汰

学習院大学③ 日本大学② 中央大学③ 東京国際大学①
田中　元弥 矢作　将太郎 照沼　純平 松村　康平

東京国際大学② 学習院大学③ 日本大学② 中央大学②
石川　大輝 東野　優也 灘波　綜一 鈴木　祥一郎

東北福祉大学③東京国際大学③ 東洋大学① 日本大学②
吉澤　一瑠 佐伯部　竜也 常山　洋佑 征矢野　光一
駒澤大学① 東北福祉大学①東京国際大学④ 東洋大学④
高橋　佑一郎 岩橋　和輝 山本　侑直 小野　宗弥
東洋大学② 東海大学④ 東北福祉大学② 富士大学①
長谷川　隆太 菊地　峻平 新田　憲太朗 東　　尚吾
富士大学① 東洋大学④ 東海大学③ 東北福祉大学③
大原　健陽 角掛　竜太郎 江口　裕輔 阿藤　起久

東北福祉大学③ 富士大学① 帝京大学② 東海大学③
高野　壮登 圓谷　寛晃 太田　峻平 船津　祐太
帝京大学① 山梨学院大学③ 東海大学① 國學院大學③
高橋　光寿 東　　剛克 越川　直毅 大和田　泰雅

國學院大學① 城西大学③ 山梨学院大学③ 帝京大学①
村上　航太 星野　悠人 井口　　俊 小紫　　陸

横浜商科大学④ 國學院大學① 城西大学① 山梨学院大学②
大野　和希 鄭観　　泰 佐々木　　衛 福田　海斗

山梨学院大学②横浜商科大学① 國學院大學② 城西大学①
村松　輝貴 桑本　勇希 竹村　　翔 伊藤　涼太
拓殖大学④ 山梨学院大学②横浜商科大学④ 國學院大學①
横山　智哉 寺本　欣将 平川　　諒 菊地　大悟

東京経済大学④ 国士舘大学③ 拓殖大学② 大東文化大学④
髙橋　優仁 森川　貴裕 穐山　陸歩 曾田　新之介

大東文化大学①東京経済大学④ 国士舘大学① 拓殖大学②
斉藤　康平 小林　史弥 山崎　倫哉 安田　操平
拓殖大学② 玉川大学③ 東京経済大学③ 国士舘大学①
鈴木　啓人 永谷　燦悟 服部　剛大 笠間　駿作

国士舘大学① 拓殖大学② 玉川大学③ 東京経済大学②
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IN
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
生井　香菜子 吉田　彩水 一志　知里 野間　季和子
立教大学③ 明治大学② 学習院大学③ 慶應義塾大学②
森下　礼菜 貫井　萌加 張　　仕璐 三宅　伽音

慶應義塾大学③ 立教大学② 東京国際大学 学習院大学①
安孫子　美央 中嶋　めぐ実 渡部　葉月 勝田　孝代　
学習院大学① 慶應義塾大学② 立教大学② 大東文化大学②
横山　稀理 瀬口　　夏 生田　博子 山王　まこ
日本大学② 学習院大学② 慶應義塾大学② 立教大学③
宇田津　凛 柴田　莉奈 藤江　理紗 鈴木　慧子
立教大学③ 日本大学② 学習院大学② 慶應義塾大学③
船津　歩美 鈴木　カンナ 松村　茉理奈 小澤　亜美
玉川大学② 明治大学② 日本大学③ 中央学院大学②
大浦　裕美子 大島　佳純 沼田　玲奈 谷口　瑠梨

聖心女子大学③ 玉川大学③ 中央学院大学③ 日本大学①
阿見　敦美 宮森　　愛 板倉　英里佳 富増　彩乃
日本大学③ 青山学院大学② 玉川大学③ 明治大学②
原　千緒里 羽仁　薫子 高木　知圭 伊藤　柚子

青山学院大学④ 獨協大学③ 明治学院大学② 青山学院大学②
雨宮　梨乃 勝沼　智子 渡辺　里桜 木村　かな子
明治大学① 成城大学③ 獨協大学③ 上智大学④
佐藤　可奈 手川　美佳 大倉　聖香 鈴木　茉里奈
上智大学③ 明治大学① 成城大学③ 獨協大学①
石坂　奈緒 多久島　麻友 木村　裕美 武田　麻友子
獨協大学④ 上智大学④ 早稲田大学① 成城大学③
沼田　　凌 吉川　慎悟 高津　良介 飯田　　裕

中央学院大学① 東京大学③ 成蹊大学③ 上智大学②
二反田　航輝 大西　健太 山野　俊樹 石渡　秀史
上智大学② 中央学院大学② 東京大学④ 成蹊大学②
窪田　俊介 北田　紘一 水主川　大樹 竹下　　瞬
成蹊大学① 上智大学① 中央学院大学③ 東京大学③
山崎　裕太郎 阪堂　和也 豊田　大輝 佐竹　幹太
東京大学③ 成蹊大学③ 上智大学① 中央学院大学②
田中　将吾 矢田　将之 三島　史也 谷口　秀憲

中央学院大学①東京電機大学② 成蹊大学① 上智大学①
坂本　雅道 西村　　翼 佐藤　秀俊 井上　　陸

東京農業大学② 神奈川大学③ 明治学院大学② 青山学院大学④
村山　真大 下園　祐介 武松　将寛 岡本　　樹

青山学院大学③ 獨協大学③ 神奈川大学① 明治学院大学②
柳澤　聡一郎 遠山　知秀 城倉　孝典 尾野　武司
早稲田大学① 青山学院大学① 獨協大学③ 神奈川大学①
酒井　尚紀 小暮　大輝 江上　裕亜 石川　凌生

明治学院大学③東京農業大学③青山学院大学① 獨協大学③
太田　陽一郎 櫻井　厚一 沖　　将司 奥山　　潤
獨協大学③ 明治学院大学③ 早稲田大学① 東京農業大学①
安達　賢都 満丸　　司 川原田　将人 山下　隆介

桜美林大学② 獨協大学① 明治学院大学① 早稲田大学①
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