
1 法政大学 岩田　圭介 法政大学 沢村　拓哉 中央大学 澤畠　武博 日本大学 五十嵐　悠花 日本大学 河瀬　珠恵 法政大学 和田　佳奈

2 法政大学 北村　透海 法政大学 名倉　京佑 中央大学 野村　涼 日本大学 中屋　暁 日本大学 吉松　琳果 法政大学 吉田　真花

3 法政大学 小田　隆介 慶應義塾大学 清水　雄大 中央大学 平田　佳史樹 日本大学 手水　利奈 日本大学 中浦　柚樹 東京女子体育大学 加藤　玲衣

4 日本大学 山本  力也 慶應義塾大学 田村　純也 中央大学 平野　航大 日本大学 藤木　妙咲 日本大学 内田　樹里 東京女子体育大学 熊澤　理久

5 日本大学 井川  晃輝 慶應義塾大学 石橋　賢昌 日本大学 淺野  祐輝 日本体育大学 伊達　京 日本大学 石田　眞菜 東京女子体育大学 田﨑　愛

6 日本大学 海老原  樹 慶應義塾大学 西垣　匠一郎 日本大学 稲垣  武人 日本女子体育大学 伊藤　純香 日本大学 山下　遥乃 東京女子体育大学 谷山　鈴々花

7 日本大学 金築  元喜 慶應義塾大学 小山　英礼 日本大学 松永  健吾 日本女子体育大学 小川　千尋 日本大学 金氣　愛華 東京女子体育大学 千葉 亜紗美

8 日本大学 四元  澪 日本大学 武井  倖也 日本大学 阿部  晴空 日本女子体育大学 松尾　美都希 明治大学 髙木　綾 東京女子体育大学 服部　あや

9 日本大学 松淵  真平 日本大学 佐々木  功喜 日本大学 松淵  直希 法政大学 髙田　真帆 明治大学 坂場　有華 日本大学 小崎　栞

10 早稲田大学 奥武　大輔 日本大学 宇津木  勇輝 日本大学 柏木  慈理 法政大学 山口　萌々 専修大学 川島　千乃 日本大学 山根真矢

11 中央大学 石井　魁 日本大学 中島 直輝 日本大学 吉良  友汰 専修大学 藤　美月 専修大学 星野　舞衣 日本大学 井塚千晶

12 中央大学 上野　優斗 日本大学 斎脇  拓海 日本体育大学 大橋　亮介 専修大学 坂井　真子 法政大学 新井　ひより 日本大学 笠沙彩

13 中央大学 冨田　優作 早稲田大学 増田　陽人 日本体育大学 永田　凌成 専修大学 柏原　美歩 法政大学 加藤　有紗 専修大学 畑澤　佳乃　

14 拓殖大学 根橋 大空 専修大学 上村　一貴 日本体育大学 福山　恭平 早稲田大学 登尾　早菜 早稲田大学 村上　夏希 専修大学 佐藤　萌美

15 拓殖大学 江藤 和博 専修大学 栗田　藍央　 日本体育大学 若月　航矢 早稲田大学 遠藤　里菜 早稲田大学 駒場　みなみ 専修大学 福永　瑛美

16 明治大学 荒金　泰成 専修大学 斎藤　賢司 日本体育大学 吉川　元人 早稲田大学 溝口　礼菜 早稲田大学 中島　美月 日本体育大学 高橋　七美

17 明治大学 村元　友大 専修大学 伊藤　颯馬 法政大学 山名　星文 早稲田大学 千葉　朱夏 慶應義塾大学 市川　万里子 日本体育大学 尾里　雪葉

18 慶應義塾大学 吉岡　慶太 中央大学 田尻　航大 法政大学 小野　大貴 早稲田大学 仙葉　楓佳 慶應義塾大学 久末　汐里 日本体育大学 竹見　佳乃香

19 慶應義塾大学 藤倉　類 日本体育大学 大津　陽平 法政大学 武捨　大輔 早稲田大学 高原　真央 日本体育大学 池田　茉佑 中央大学 雨田　由香

20 慶應義塾大学 永澤　宏紀 日本体育大学 杠　星哉 法政大学 古田　凌大 早稲田大学 村上　万里亜 日本体育大学 山下　ちはる 中央大学 高野　真友

21 専修大学 持田　龍平 立教大学 渡部　雄斗 法政大学 山本　真太郎 東京女子体育大学 長壁　伶奈 日本体育大学 渡部　有未 中央大学 森　彩音

22 専修大学 高梨　遼太郎 立教大学 牛草　倫太郎 法政大学 小田　隆介 東京女子体育大学 花田　夏芽 学習院大学 山本　奈央 早稲田大学 服部　美優

23 専修大学 若林　直希 立教大学 田尻　崇史 早稲田大学 青木　貴雅 中央大学 高野　真友 学習院大学 村山　莉菜 早稲田大学 村上　万里亜

24 専修大学 髙木　大夢 明治大学 毛利　凌乙 早稲田大学 小山桂史 中央大学 森　彩音 学習院大学 佐久間　智子 日本女子体育大学 伊藤　純香

25 日本体育大学 眞田　涼太 明治大学 中村　哲也 早稲田大学 岸本大輝 青山学院大学 中村　莉子 日本女子体育大学 小川　千尋 日本女子体育大学 松尾　美都希

26 日本体育大学 田村　浩太朗 東京農業大学 金田　和樹 専修大学 佐藤　宏樹 学習院大学 本間　友望 日本女子体育大学 松本　里音 日本女子体育大学 脇田　樹魅

27 日本体育大学 毛利　純 東京農業大学 佐多　駿希 専修大学 河崎　耀 学習院大学 佐久間　智子 東京女子体育大学 水野　佳音 学習院大学 本間　友望

28 日本体育大学 吉永　亘佑 東京農業大学 梶原　三厳 専修大学 紺屋　雅輝 学習院大学 淡路　未結 東京女子体育大学 花田　夏芽 学習院大学 淡路　未結

29 日本体育大学 橋爪　雄大 拓殖大学 清水 駿斗 慶應義塾大学 大迫　碩哉 東京農業大学 鈴木　薫代

30 立教大学 杉山　賢一朗 青山学院大学 丸山　晴太郎 慶應義塾大学 関本　賢太郎 東京農業大学 山口　優香

31 立教大学 田尻　崇史 青山学院大学 白谷　季寛 慶應義塾大学 橋本　直樹 青山学院大学 松本　麻海

32 立教大学 野根　良介 青山学院大学 田代　一裕 慶應義塾大学 山本　健斗 青山学院大学 松原　未央

33 青山学院大学 丸田　太夢 青山学院大学 川村　佳 慶應義塾大学 水野　智之 中央大学 市ヶ谷　真奈実

34 青山学院大学 武田　陸心 青山学院大学 尾河 舜矢 慶應義塾大学 佐々木　舜輔 立教大学 竹内　詩織

35 青山学院大学 仲田　知喜 学習院大学 吉田　樹 明治大学 幡野　一貴 津田塾大学 只野　真由

36 学習院大学 村上　雄大 学習院大学 村上　雄大 東京大学 山中　進太郎

37 学習院大学 松下　英樹 東京大学 児玉　大樹

38 青山学院大学 周 嘉吉

39 青山学院大学 宇田　滉平　

40 立教大学 齊田　健吾

41 立教大学 杉山　賢一朗

42 立教大学 中村　冠太

43 立教大学 野根　良介

44 学習院大学 松下　英樹
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