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1 永野 雄大 中央大学 1 村山 健太郎 法政大学 1 渡邊 裕斗 中央大学 1 森 千絢 日本大学 1 登坂 梨乃 日本大学 1 脇田 樹魅 日本女子体育大学

2 上野 優斗 中央大学 2 中村 哲也 明治大学 2 清水 紀宏 日本大学 2 東 莉央 日本体育大学 2 徳島 沙恵 中京大学 2 向江 彩伽 中央大学

3 伊藤 拓真 日本大学 3 安 雅人 早稲田大学 3 星野 剣斗 法政大学 3 梅津 春香 法政大学 3 金氣 愛華 日本大学 3 小林 かなえ 東京女子体育大学

4 伊藤 大輝 日本大学 4 増田 陽人 早稲田大学 4 吉田 多聞 法政大学 4 溝口 礼菜 早稲田大学 4 高塚 悠希子 学習院大学 4 月野 敬子 法政大学

5 松渕 真平 日本大学 5 二ノ宮 浩輔 同志社大学 5 杉本 隆大 日本大学 5 田口 莉帆 日本大学 5 高橋 里衣 中京大学 5 稲野邉 南 法政大学

6 中村 太郎 法政大学 6 平野 裕也 慶應義塾大学 6 淺野 裕暉 日本大学 6 髙田 真帆 法政大学 6 駒場 みなみ 早稲田大学 6 雨田 由香 中央大学

7 菅原 康平 中央大学 7 井上 誉聡 立命館大学 7 小山 桂史 早稲田大学 7 坂井 真子 専修大学 7 尾矢 二千花 中京大学 7 林 秋香 日本大学

8 尾川 世我 朝日大学 8 伊藤 友祐 日本大学 8 吉良 友汰 日本大学 8 竹中 誉稀 日本女子体育大学 8 桑田 晴香 関西学院大学 8 谷山 鈴々花 東京女子体育大学

9 藤倉 類 慶應義塾大学 9 金髙 大乘 早稲田大学 9 松永 健吾 日本大学 9 遠藤 里菜 早稲田大学 9 岩同 ひまわり 関西学院大学 9 田﨑 愛 東京女子体育大学

10 中埜 匡貴 早稲田大学 10 栗栖 怜央 中央大学 10 野村 涼 中央大学 10 福塚 世帆 日本女子体育大学 10 吉松 琳果 日本大学 10 佐野 佑衣 朝日大学

11T 冨田 優作 中央大学 11 菊池 正太郎 専修大学 11 水野 智之 慶應義塾大学 11 設樂 ゆひな 日本大学 11 久末 汐里 慶應義塾大学 11T 植村 咲香 同志社大学

11T 内村 宥基 日本体育大学 12 齋藤 憲司 専修大学 12T 茂木 雄大 早稲田大学 12 小川 千尋 日本女子体育大学 12 石榑 麗 朝日大学 11T 田﨑 里花子 東京女子体育大学

13 海老原 樹 日本大学 13 中島 直輝 日本大学 12T 佐藤 宏樹 専修大学 13 狩野 央梨沙 早稲田大学 13 前田 友菜 法政大学 13 安田 早希 日本大学

14 石井 魁 中央大学 14 西林 凛 立教大学 14 山 直崇 朝日大学 14 泉澤 カンナ 専修大学 14 中村 優里 明治大学 14 齋藤 里羅子 早稲田大学

15 阿部 悠吾 日本大学 15 杠 星哉 日本体育大学 15 柏木 慈理 日本大学 15 伊達 京 日本体育大学 15 小塚 麻由 朝日大学 15 佐藤 萌美 専修大学

16 薗田 嶺太 専修大学 16 ウェディシンハ ジュン 立命館大学 16 森 晧己 愛知工業大学 16 田村 佳奈恵 関西学院大学 16 色摩 美朝 関西学院大学 16 吉田 真花 法政大学

17 竹田 陸人 早稲田大学 17 宮川 恒 同志社大学 17 山本 真太郎 法政大学 17T 登尾 早奈 早稲田大学 17 原田 紗希 慶應義塾大学 17 梅北 愛斐 日本大学

18 榎本 芽玖 中央大学 18 西沢 樹 東京大学 18 小久保 遥斗 中央大学 17T 五十嵐 悠花 日本大学 18 成田 琉夏 専修大学 18 和田 佳奈 法政大学

19 石村 隆之介 専修大学 19 中島 恒 慶應義塾大学 19 蓮池 岳仁 関西学院大学 19 森田 明日香 日本女子体育大学 19 川島 千乃 専修大学 19 黒田 ほのか 早稲田大学

20 井川 晃暉 日本大学 20T 武井 倖也 日本大学 20 鷲尾 浩治 立命館大学 20 中屋 暁 日本大学 20 中浦 柚樹 日本大学 20 山村 直緖 朝日大学

21 井神 俊兵 日本大学 20T 篠原 瑞公 同志社大学 21 山本 健斗 慶應義塾大学 21 中島 穂乃香 朝日大学 21 佐藤 萌笑 朝日大学 21 白峰 杏香 同志社大学

22 四元 澪 日本大学 22 金田 和樹 東京農業大学 22 青木 貴雅 早稲田大学 22 清水 淑刀 関西学院大学 22 河瀬 珠恵 日本大学 22 浅川 由里 中京大学

23T メンドーザ ミゲール 専修大学 23 浅海 正哉 法政大学 23 成田 武永 同志社大学 23 森野 由樹子 関西学院大学 23T 水野 佳音 東京女子体育大学 23 木村 結 早稲田大学

23T 田辺 空我 中央大学 24 關 大生 慶應義塾大学 24 谷 拓海 専修大学 24 柏原 美歩 専修大学 23T 中島 美月 早稲田大学 24 善林 史帆 日本体育大学

25 毛利 純 日本体育大学 25 山田 廉 朝日大学 25 稲垣 武人 日本大学 25 森 彩音 中央大学 25 森本 菜月 明治大学 25 福永 瑛美 専修大学

26 大野 瑞輝 専修大学 26 板東 臣斗 立命館大学 26 森多 諒 早稲田大学 26 吉崎 沙織 日本女子体育大学 26 新井 ひより 法政大学 26 井塚 千晶 日本大学

27 神宮司 真矢 日本大学 27 伊東 歩 日本大学 27T 大村 貴之 日本大学 27 宮田 遥奈 立命館大学 27 渡部 有未 日本体育大学 27 山内 今日香 東京女子体育大学

28 村上 拳 法政大学 28 野島 玲央 中央大学 27T 野根 良介 立教大学 28 伊藤 藍 同志社大学 28 巌 香蓮 関西学院大学 28 畑澤 佳乃 専修大学

29 中村 豪 中央大学 29 佐々木 優人 日本体育大学 29 川北 拡純 同志社大学 29 高原 真央 早稲田大学 29 村上 夏希 早稲田大学 29 福田 響生 慶應義塾大学

30 村元 友大 明治大学 30 古田 育男 日本体育大学 30 西田 大地 愛知工業大学 30 永野 菜津子 中央大学 30 小田 みはる 中京大学 30 佐野 友香 早稲田大学

31 梅山 幹 慶應義塾大学 31 古俣 聖 中央大学 31 吉川 元人 日本体育大学 31 仙葉 楓佳 早稲田大学 31 西脇 有咲 専修大学 31 尾里 雪葉 日本体育大学

32 溝口 晴也 立命館大学 32 田尻 航大 中央大学 32 大橋 亮介 日本体育大学 32 巾下 可蓮 日本女子体育大学 32 山口 優香 東京農業大学 32 笠 沙彩 日本大学

33 野口 舞人 朝日大学 33 宇都木 勇輝 日本大学 33 阿部 晴空 日本大学 33 金子 秀佳 専修大学 33 山田 瑞樹 専修大学 33 高橋 七美 日本体育大学

34 金築 元喜 日本大学 34 毛利 凌乙 明治大学 34 窪田 開 慶應義塾大学 34 藤木 妙咲 日本大学 34 美﨑 砂彩 立命館大学 34 高橋 実乃梨 専修大学

35T 松村 侑馬 中央大学 35 平松 良規 日本大学 35 吉川 遼 立命館大学 35 鈴木 真綾 中央大学 35 黒須 佑実 学習院大学 35 矢幡 侑菜 朝日大学

35T 久米 春貴 明治大学 36 木澤 聡志 関西大学 36 齊田 健吾 立教大学 36 細川 夢紡 國學院大學 36 松原 未央 青山学院大学 36 村上 万里亜 早稲田大学
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