
大学名 名前 大学名 名前

日本大学 逢坂　　弘紀 早稲田大学 佐々木　勇輔

日本大学 安達　　康将 早稲田大学 足立　　一真

日本大学 黒澤　　洋徳 早稲田大学 有我　　行人

日本大学 猪瀬　　昇太 早稲田大学 谷口　　雄太郎

日本大学 清水　　峻 早稲田大学 大中　　巧基

日本大学 雨宮　　正樹 早稲田大学 三浦　　康嵩

日本大学 住吉　　宏太 東海大学 宮崎　　大助

日本大学 板橋　　義浩 東海大学 松崎　　祥久

日本大学 大庭　　尚也 東海大学 高岡　　昂平

日本大学 和田　　力 東海大学 小清水　拓也

日本大学 久保田　元気 日本体育大学 倉林　　巧和

日本大学 我妻　　優弥 日本体育大学 坂本　　東司雄

日本大学 高宮　　佑介 日本体育大学 松本　　耀介

日本大学 吉田　　海李 日本体育大学 河内　　一晟

日本大学 北村　　彰也 日本体育大学 石川　海璃

日本大学 清水　　啓佑 山梨学院大学 水野　　恭兵

日本大学 古川　　卓也 山梨学院大学 鈴木　　大貴　

日本大学 馬場　　博之 信州大学 田内　　康裕

日本大学 大浦　　恭史 信州大学 中村　　龍太郎

日本大学 大沼　　尋人 信州大学 村山　　優弥

北海道大学 佐野　千尋 信州大学 武久　　弘太　　

東北学院大学 太田　　勝也 朝日大学 高見　　真志

東北学院大学 柴崎　　達也 朝日大学 清水　　孝将

東北学院大学 戸田　　拓哉 朝日大学 谷　　　尚樹

東北学院大学 大田口　凌 朝日大学 屋良　　進之輔

筑波大学 児玉　　岳史 朝日大学 吉田　　幸太郎

流通経済大学 関　　　純一 朝日大学 大岩　　健吾

順天堂大学 中尾　　佳祐 朝日大学 矢野　　智哉

順天堂大学 後藤　　謙太 朝日大学 秋田　　拓磨

順天堂大学 布施　　光 中京大学 中根　　英登

順天堂大学 辻本　　尚希 中京大学 榊原　　健一

順天堂大学 穂積　　昂佑 中京大学 山田　　智大

順天堂大学 石原　　裕也 中京大学 阿曽　　圭佑

順天堂大学 西尾　　勇人 中京大学 長尾　康平

学習院大学 元良　　玲央那 中京大学 羽根田　将直

学習院大学 田中　　章友 京都大学 池内　　雅裕

慶應義塾大学 中島　　健次 京都大学 須々田　匠

慶應義塾大学 成相　　海太 京都大学 福原　　成浩

慶應義塾大学 吉村　　謙一 京都産業大学 木村　　圭佑

慶應義塾大学 大越　　陸 京都産業大学 吉岡　　直哉



大学名 名前 大学名 名前

慶應義塾大学 片山　　風人 京都産業大学 服部　　昇平

慶應義塾大学 FERRARI SIMON 京都産業大学 鍵本　　大地

慶應義塾大学 村上　　喜昭 京都産業大学 田中　佑

駒澤大学 北野　　普識 同志社大学 大菅　　順弥

駒澤大学 鈴木　　哲矢 同志社大学 三木　　健至

駒澤大学 伊奈　　佑純 同志社大学 志野　　安樹

駒澤大学 尾崎　　智隆 立命館大学 前園　　浩平

駒澤大学 高橋   圭佑 立命館大学 太田　大揮

駒澤大学 山本　　善徳 立命館大学 橋本　英人

首都大学東京 小林　　右侑 立命館大学 高野　　遼

首都大学東京 櫻井　　淳 立命館大学 河賀　　雄大

首都大学東京 岩佐　　真吾 立命館大学 大石　賢

首都大学東京 野口　　悠真 大阪工業大学 小西 　優大

中央大学 郡司　　昌紀 大阪府立大学 高橋　　史仁

中央大学 笠原　　恭輔 環太平洋大学 安藝　　英幸

中央大学 北川　　明人 環太平洋大学 小村　　知之

中央大学 黒瀬　　耕平 環太平洋大学 内原　　隼人

中央大学 緑川　　竣一 環太平洋大学 舘石　　晃希

中央大学 山本　　隼 環太平洋大学 宮内　　渉

中央大学 宮　　　一貴 鹿屋体育大学 高宮　　正嗣

中央大学 高士　　拓也 鹿屋体育大学 黒枝　　士揮

中央大学 金内　　一行 鹿屋体育大学 長瀬　　幸治

東京大学 鳥居　　新悟 鹿屋体育大学 徳田　　鍛造

東京大学 谷　　　直亮 鹿屋体育大学 橋本　　英也

東京大学 都倉　　薫 鹿屋体育大学 原田　　裕成

東京大学 中村　　洋和

東京大学 安井　　雅彦

東京大学 佐藤　　慧弥 鹿屋体育大学 塚越　　さくら

東京大学 水田　　宙 鹿屋体育大学 上野　　みなみ

東京大学 荒牧　　純平 鹿屋体育大学 神田　　紗希

東京工業大学 唐子　　征久 鹿屋体育大学 木村　　亜美

東京工業大学 田中　　裕樹 早稲田大学 合田　　祐美子

東京工業大学 澤田　　隼 日本体育大学 小島　　蓉子

東京工業大学 杉田　　精司 日本体育大学 中村　　妃智

法政大学 村崎　　海岳 朝日大学 鈴木　　遊

法政大学 鳥海　　智大 中京大学 山本　　晴加

法政大学 平葭　　信貴 中京大学 浅田　聖奈

法政大学 牛嶋　　洋之 立命館大学 岩田　　知夏

法政大学 稲垣　　智仁 同志社大学 福本　千佳

法政大学 福田　　大二郎 快レーシング 長崎　佑子

法政大学 箭内　　優大 Ｒｅａｄｙ　Ｇｏ　Ｊａｐａｎ佐藤　咲子

法政大学 　　　　　湊　　諒　　　　　　　　 Ｒｅａｄｙ　Ｇｏ　Ｊａｐａｎ伊藤　杏菜

法政大学 酒向　俊平 フィトンチッドＲＴ 宮田　菜摘

法政大学 寺崎　　浩平 ＳＦＩＤＡ 大鹿　美穂子

法政大学 相本　祥政

明治大学 末永　　周平

明治大学 西沢　　倭義

明治大学 中野　　俊喜

明治大学 鈴木　　快彰

明治大学 市山　　襄

明治大学 金井　　誠人

明治学院大学 梅田　　尚孝

明治学院大学 鈴木　　龍

明星大学 米内　　蒼馬

明星大学 高田　　翔太

立教大学 笹本　　駿介

立教大学 渡辺　　洋平

立教大学 岩井　　航太

立教大学 森田　　雅士


