
      全ﾗﾝｸ
 ﾗﾝｷﾝｸﾞ  氏名 大学名

 1   加納　虹輝   早稲田大学 
 2   中村　豪   法政大学 
 3   安　雅人   早稲田大学 
 4   北村　丈知   日本大学 
 5   西林　凛   立教大学 
 6   山田　森太郎   中央大学 
 7   塩原　智輝   法政大学 
 8   古田　育男   日本体育大学 
 9   海老塚　悠将   慶應義塾大学 
 10   華原　浩鷹   慶應義塾大学 
 11   平野　裕也   慶應義塾大学 
 12   田村　純也   慶應義塾大学 
 13   小野　真英   早稲田大学 
 14   小熊　涼太   日本大学 
 15   菊池　智大   法政大学 
 16   石井　一希   中央大学 
 17   原田　圭佑   専修大学 
 18   篠﨑　誠   慶應義塾大学 
 19   神藤　優史   学習院大学 
 20   千田　圭   日本体育大学 
 20   村山　健太郎   法政大学 
 22   岸　薫   立教大学 
 23   三浦　　秀也   明治大学 
 24   伊東　歩   日本大学 
 24   前野　魁斗   日本大学 
 24   關　大生   慶應義塾大学 
 27   古俣　聖   中央大学 
 28   武井　倖也   日本大学 
 29   栢木　琢也   法政大学 
 30   佐々木　優人   日本体育大学 
 31   清水　駿斗   拓殖大学 
 32   中村　哲也   明治大学 
 33   伊藤　寛高   法政大学 
 34   澤田　晃希   専修大学 
 35   吉永　亘佑   日本体育大学 
 36   敷根　崇裕   法政大学 
 37   田村　昌之  慶應義塾大学 
 38   天粕　稔大   日本大学 
 39   渋谷　崇行   慶應義塾大学 
 40   五十嵐　滉介   埼玉大学 
 41   山本　力也   日本大学 
 42   佐藤　奏大   専修大学 
 43   吉田　優希   東京農業大学 
 43   内田　直幸   日本体育大学 
 45   伊藤　友祐   日本大学 
 46   工藤　功輝   早稲田大学 
 47   淺井　俊貴   専修大学 
 48   西沢　樹   東京大学 
 48   道脇　啓太   明治大学 
 50   太田　海   東北学院大学 
 51   川北　信海   法政大学 
 52   弘瀬　晴高   日本大学 
 53   田宮　子良   東京大学 
 54   清水　雄大   慶應義塾大学 
 54   蛭田　裕介   東京農業大学 
 56   佐多　駿希   東京農業大学 
 57   榎本　芽玖   中央大学 
 58   佐々木　功喜   日本大学 
 59   栗栖　怜央   中央大学 
 60   上村　一貴   専修大学 
 61   山本　大陽   青山学院大学 
 62   佐藤　隆明   青山学院大学 
 63   小野　航   拓殖大学 
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 64   敷根　章裕   法政大学 
 65   栗田　藍央   専修大学 
 66   斎藤　涼介   青山学院大学 
 67   河西　翔平   中央大学 
 68   中村　豪   中央大学 
 69   山崎　紘貴   立教大学 
 69   山田　壮太   新潟大学 
 71   金井　大武   拓殖大学 
 72   松浦　碧也   日本体育大学 
 73   矢野　史哲   青山学院大学 
 74   西　晃成   専修大学 
 75   瀧宮　大介   中央大学 
 76   門倉　大哉   國學院大學 
 77   北原　達也   早稲田大学 
 78   菅谷　拓馬   学習院大学 
 79   木村　航太   國學院大學 
 80   吉田　樹   学習院大学 
 80   十河　昌也   早稲田大学 
 82   和田　尚樹   横浜国立大学 
 83   小針　尚起   立教大学 
 83   滝口　孝寛   東京大学 
 85   羽生　健人   青山学院大学 
 85   及川　誠也   國學院大學 
 85   箕輪　大夢   学習院大学 
 88   三島　淳史   立教大学 
 88   村上　雄大   学習院大学 
 90   岡崎　一樹   防衛大学校 
 91   川崎　空   東北学院大学 
 92   荻野　晃弘   上智大学 
 93   丸山　晴太郎   青山学院大学 
 94   澤　宏尭   法政大学 
 95   金田　和樹   東京農業大学 
 96   吉岡　慶太   慶應義塾大学 
 97   田村　恵一朗   東京農業大学 
 97   廣　将至   防衛大学校 
 99   野田　康介   國學院大學 
 100   坂東　佑星   東京大学 
 101   伊野　蒼汰   防衛大学校 
 101   鷺山　伊織   日本体育大学 
 103   中埜　匡貴   早稲田大学 
 104   岡崎　友基也   國學院大學 
 104   佐々木　雄也   拓殖大学 
 104   米山　真於   青山学院大学 
 107   若月　航矢   日本体育大学 
 107   小堤　冬弥   國學院大學 
 107   渡部　雄斗   立教大学 
 110   結城　良太   東北学院大学 
 111   細野　滉人   明治大学 


