
氏名 所属 氏名 所属
1 永井　靖人 愛知工業大学 1 本間　友望 学習院大学
2 高橋　祐登 愛知工業大学 2 川口　美怜 関西学院大学
3 森　晧己 愛知工業大学 3 佐林　優 慶應義塾大学
4 中村　海斗 愛知工業大学 4 福田　響生 慶應義塾大学
5 西田　大地 愛知工業大学 5 小嶋　志和 青山学院大学
6 久保田　大治 愛知工業大学 6 田中　二千華 青山学院大学
7 木村　奎太郞 関西学院大学 7 畑澤　佳乃 専修大学
8 三村　隼太 関西学院大学 8 佐藤　萌美 専修大学
9 蓮池　岳仁 関西学院大学 9 福永　瑛美 専修大学
10 市岡　拓也 関西学院大学 10 高橋　実乃梨 専修大学
11 松尾　千尋 京都産業大学 11 佐々木　陽菜 全日本空輸株式会社
12 澤田　佳樹 京都産業大学 12 齋藤　里羅子 早稲田大学
13 井上　航 京都産業大学 13 佐野　友香 早稲田大学
14 張眞　邦彦 京都産業大学 14 村上　万里亜 早稲田大学
15 渡邊　慎太郎 京都大学 15 黒田　ほのか 早稲田大学
16 宮﨑　悠伸 近畿大学 16 木村　結 早稲田大学
17 日裏　悠 近畿大学 17 雨田　由香 中央大学
18 宮崎　一樹 近畿大学 18 向江　彩伽 中央大学
19 太刀川　世紀 近畿大学 19 浅川　由里 中京大学
20 大里　直也 慶應義塾大学 20 林　祐未 中京大学
21 新井　隆文 慶應義塾大学 21 山田　ほのか 中京大学
22 窪田　開 慶應義塾大学 22 佐野　佑衣 朝日大学
23 小村　諒 慶應義塾大学 23 山村　直緖 朝日大学
24 首藤　麟太郎 慶應義塾大学 24 矢幡　侑菜 朝日大学
25 大迫　碩哉 慶應義塾大学 25 間宮　菜奈未 朝日大学
26 佐々木　舜輔 慶應義塾大学 26 山内　今日香 東京女子体育大学
27 関本　賢太郎 慶應義塾大学 27 石橋　幸貴 東京女子体育大学
28 川村　隆友 慶應義塾大学 28 田﨑　愛 東京女子体育大学
29 橋本　直樹 慶應義塾大学 29 谷山　鈴々花 東京女子体育大学
30 水野　智之 慶應義塾大学 30 加藤　玲衣 東京女子体育大学
31 山本　健斗 慶應義塾大学 31 大木　彩 東京女子体育大学
32 白井　寛夢 警視庁 32 小林　かなえ 東京女子体育大学
33 宇田　滉平 青山学院大学 33 田﨑　里花子 東京女子体育大学
34 平田　圭史郎 青山学院大学 34 菊地　花帆 東京女子体育大学
35 水上　映斗 専修大学 35 伊藤　奈朋 東京女子体育大学
36 谷　拓海 専修大学 36 加藤　怜 東京女子体育大学
37 西田　健斗 専修大学 37 小山　ゆい 東京女子体育大学
38 河崎　耀 専修大学 38 原田　渉未 東京女子体育大学
39 佐藤　宏樹 専修大学 39 安部　詩織 同志社大学
40 紺屋　雅輝 専修大学 40 白峰　杏香 同志社大学
41 茂木　雄大 早稲田大学 41 植村　咲香 同志社大学
42 高木　良輔 早稲田大学 42 伊藤　純香 日本女子体育大学
43 小山　桂史 早稲田大学 43 脇田　樹魅 日本女子体育大学
44 岸本　大輝 早稲田大学 44 岩本　朋華 日本女子体育大学
45 青木　貴雅 早稲田大学 45 善林　史帆 日本体育大学
46 森多　諒 早稲田大学 46 高橋　七美 日本体育大学
47 中島　瞭 拓殖大学 47 竹見　佳乃香 日本体育大学
48 江村　凌平 中央大学 48 板山　梨音 日本体育大学
49 澤畠　武博 中央大学 49 尾里　雪葉 日本体育大学
50 野村　涼 中央大学 50 梅北　愛斐 日本大学
51 平田　佳史樹 中央大学 51 菅野　桃子 日本大学
52 渡邊　裕斗 中央大学 52 林　秋香 日本大学
53 平野　航大 中央大学 53 安田　早希 日本大学
54 小久保　遥斗 中央大学 54 山根　真矢 日本大学
55 尾矢　陽太 中央大学 55 井塚　千晶 日本大学
56 太田　匡哉 中京大学 56 笠　沙彩 日本大学
57 西谷　晴稀 中京大学 57 服部　妃冬未 法政大学
58 小向　辰旺 中京大学 58 和田　佳奈 法政大学
59 園田　蓮 朝日大学 59 稲野邉　南 法政大学
60 山　直崇 朝日大学 60 吉田　真花 法政大学
61 小林　勇気 朝日大学 61 月野　敬子 法政大学
62 杉山　颯季 朝日大学 62 祇園　彩寧 立命館大学
63 戸巻　政哉 朝日大学 62名
64 守口　一真 朝日大学
65 山﨑　中 朝日大学
66 野中　開 朝日大学
67 永松　泰樹 朝日大学
68 安　優人 東北学院大学
69 川北　拡純 同志社大学
70 青木　星也 同志社大学
71 成田　武永 同志社大学
72 坪本　能幸 同志社大学
73 大橋　亮介 日本体育大学
74 永田　凌成 日本体育大学
75 福山　恭平 日本体育大学
76 若月　航矢 日本体育大学
77 吉川　元人 日本体育大学
78 谷下　尚弥 日本体育大学
79 永田　航 日本大学
80 杉本　隆大 日本大学
81 大村　貴之 日本大学
82 清水　紀宏 日本大学
83 稲垣　武人 日本大学
84 松永　健吾 日本大学
85 松渕　直希 日本大学
86 淺野　裕暉 日本大学
87 阿部　晴空 日本大学
88 柏木　慈理 日本大学
89 吉良　友汰 日本大学
90 松田　頼弥 日本大学
91 星野　剣斗 法政大学
92 小野　大貴 法政大学
93 古田　凌大 法政大学
94 武捨　大輔 法政大学
95 山名　星文 法政大学
96 山本　真太郎 法政大学
97 吉田　多聞 法政大学
98 安藤　奈央 明治大学
99 幡野　一貴 明治大学
100 齊田　健吾 立教大学
101 中村　冠太 立教大学
102 野根　良介 立教大学
103 吉川　遼 立命館大学
104 鷲尾　浩治 立命館大学
104名
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