
順位 氏名 大学名 順位 氏名 大学名 順位 氏名 大学名

前年 松山　恭助 早大 前年 村山　健太郎 法大 前年 渡邊　裕斗 中大

前年 鈴村　健太 法大 前年 安　雅人 早大 1 金子　健司 日大

前年 西藤　俊哉 法大 1 増田　陽人 早大 2 村岡　聡丞 日体

ラン 伊藤　拓真 日大 2 齊藤　憲司 専大 3 青路　恒幸 日大

ラン 安部　慶輝 拓大 前年 小野　真英 早大 4 松永　健吾 日大

1 薗田　嶺太 専大 3 金田　和樹 農大 5 淺野　裕暉 日大

2 伊藤　大輝 日大 辞退 原田　圭祐 専大 6 茂木　雄大 早大

ラン 上野　優斗 中大 4 沢村　拓哉 法大 前年 山北　格也 中大

3 松渕　真平 日大 5 吉田　優希 農大 7 高木　良輔 早大

4 原野　隼輔 大市 6 小田　康平 朝日 8 小松崎　資 中大

5 敷根　章裕 法大 7 川北　信海 法大 9 山　直崇 朝日

ラン 永野　雄大 中大 8 平野　裕也 慶大 10 若月　航矢 日体

6 岸　貴範 明大 9 石井　一希 中大 11 島田　翔大 愛工

前年 野口　凌平 法大 10 古田　育男 日体 12 南　大地 愛工

7 藤倉　類 慶大 11 西　晃成 専大 13 稲垣　武人 日大

8 北村　透海 法大 辞退 淺井　俊貴 専大 14 小村　諒 慶大

9 尾川　世我 朝日 12 二ノ宮　浩輔 同大 15 野村　涼 中大

10 石井　魁 中大 13 佐々木　優人 日体 16 武山　達 早大

11 四元　澪 日大 14 川瀬　紳吾 関学 17 柳　嘉亮 法大

12 菅原　康平 中大 15 山田　森太郎 中大 18 窪田　開 慶大

辞退 小澤　将也 中大 16 栗栖　怜央 中大 19 横尾　知浩 法大

辞退 安　雅人 早大 17 柏　大樹 関学 辞退 髙澤　和樹 専大

13 松村　侑馬 中大 18 木澤　聡 関大 20 大橋　亮介 日体

辞退 飯田　綾也 日大 19 篠原　瑞公 同大 21 森　晧己 愛工

14 毛利　純 日体 20 毛利　凌乙 明大 22 服部　龍太郎 関学

15 五十畑　輝 中大 21 塩原　智輝 法大 23 松重　宗一郎 防大

16 岩田　圭介 法大 22 田村　昌之 慶大 24 青木　貴雅 早大

17 久保田　椋也 朝日 23 坪井　瞭 京産 28 大村　貴之 日大

18 榎本　芽玖 中大 24 田村　恵一朗 農大 29 青木　星也 同大

19 井川　晃暉 日大 24 武井　倖也 日大 30 阿部　晴空 日大

20 冨田　優作 中大 31 名倉　京佑 法大 31 平田　佳史樹 中大

21 原田　神魁 愛工 32 片元　祐太 愛工 32 齋田　健吾 立教

22 村元　友大 明大 33 關　大生 慶大 33 小山　桂史 早大

23 田高　広基 専大 34 鈴木　翔 朝日 34 山本　健斗 慶大

24 舩本　宗一郎 日大 35 西沢　樹 東大 35T 吉良　友汰 日大

36 大江　時生 専大 36 赤羽　郁海 慶大 35T 岸本　大輝 早大
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