
ME
２０１９インカレ
2019年11月12日 - 2019年11月13日

# Name Clubs Country Rank Birthdate
1 。 ウェディシンハ ジュン, (ME) ③. 立命館大学 4
2 。 安 雅人 (ME) 早稲田大学 1
3 。 安齋 一豪 (ME) 法政大学 43
4 。 伊藤 貴斗 (ME) 日本大学 64
5 。 伊藤 友祐 (ME) 日本大学 60
6 。 伊藤 悠貴 (ME) 早稲田大学 62
7 。 井上 竜平 (ME) 慶応義塾大学 48
8 。 宇都木 勇輝 (ME) 日本大学 29
9 。 加藤 巨樹 (ME) 日本体育大学 59
10 。 梶原 三厳 (ME) 東京農業大学 47
11 。 甘粕 稔大 (ME) 日本大学 57
12 。 菊池 正太郎 (ME) 専修大学 23
13 。 吉永 亘佑 (ME) 日本体育大学 13
14 。 宮川 恒 (ME) 同志社大学 8
15 。 金髙 大乗 (ME) 早稲田大学 7
16 。 栗栖 怜央 (ME) 中央大学 39
17 。 栗田 藍央 (ME) 専修大学 35
18 。 荒金 泰成 (ME) 明治大学 51
19 。 佐々木 功喜 (ME) 日本大学 37
20 。 佐々木 優人 (ME) 日本体育大学 41
21 。 佐藤 武揚 (ME) 朝日大学 38
22 。 山本 大陽 (ME) 青山学院大学 58
23 。 篠原 瑞公 (ME) 同志社大学 14
24 。 十河 昌也 (ME) 早稲田大学 53
25 。 小栗 理基 (ME) 日本体育大学 56
26 。 小倉 大樹 (ME) 朝日大学 26
27 。 松浦 碧也 (ME) 日本体育大学 11
28 。 上村 一貴 (ME) 専修大学 46
29 。 水本涼太郎 (ME) 京都産業大学 20
30 。 清胤 慶英 (ME) 龍谷大学 6
31 。 清水 駿斗 (ME) 拓殖大学 52
32 。 清水 雄大 (ME) 慶応義塾大学 61
33 。 西林 凛 (ME) 立教大学 33
34 。 石井 一希 (ME) 中央大学 27
35 。 川北 信海 (ME) 法政大学 15
36 。 前原 雄二 (ME) 専修大学 19
37 。 大津 陽平 (ME) 日本体育大学 25
38 。 大呂 行登 (ME) 京都大学 36
39 。 大﨑 練介 (ME) 慶応義塾大学 31
40 。 沢村 拓哉 (ME) 法政大学 9
41 。 中村 哲也 (ME) 明治大学 17
42 。 中島 恒 (ME) 慶応義塾大学 54
43 。 中埜 匡貴 (ME) 早稲田大学 63
44 。 仲 啓志 (ME) 京都大学 44
45 。 勅使河原 知大 (ME) 関西大学 16
46 。 津田 定慶 (ME) 國學院大學 49
47 。 坪井 (ME) 瞭. 京都産業大学 42
48 。 田畑 翔 (ME) 神戸大学 30
49 。 藤井 凌大 (ME) 朝日大学 18
50 。 二ノ宮 浩輔 (ME) 同志社大学 10
51 。 蛭田 裕介 (ME) 東京農大学 65
52 。 武井 倖也 (ME) 日本大学 3
53 。 服部 佑紀 (ME) 龍谷大学 32
54 。 平松 良規 (ME) 日本大学 21
55 。 平野 裕也 (ME) 慶応義塾大学 45
56 。 片元 裕太 (ME) 愛知工業大学 12
57 。 北田 雄広 (ME) 神戸大学 34
58 。 毛利 凌乙 (ME) 明治大学 50
59 。 木澤 聡志 (ME) 関西大学 22
60 。 野口 舞人 (ME) 朝日大学 28
61 。 杠 星哉 (ME) 日本体育大学 5
62 。 濱根 尚和 (ME) 朝日大学 40
63 。 濱中 雅也 (ME) 愛知工業大学 24
64 。 齊脇 拓海 (ME) 日本大学 55



ME
２０１９インカレ
2019年11月12日 - 2019年11月13日
FE_FIE_0001.2

Seed Name Club Country Rank Notes
1 。 安 雅人 (ME) 早稲田大学 1
2 。 武井 倖也 (ME) 日本大学 3
3 。 ウェディシンハ ジュン, (ME) 立命館大学 4
4 。 杠 星哉 (ME) 日本体育大学 5
5 。 清胤 慶英 (ME) 龍谷大学 6
6 。 金髙 大乗 (ME) 早稲田大学 7
7 。 宮川 恒 (ME) 同志社大学 8
8 。 沢村 拓哉 (ME) 法政大学 9
9 。 二ノ宮 浩輔 (ME) 同志社大学 10
10 。 松浦 碧也 (ME) 日本体育大学 11
11 。 片元 裕太 (ME) 愛知工業大学 12
12 。 吉永 亘佑 (ME) 日本体育大学 13
13 。 篠原 瑞公 (ME) 同志社大学 14
14 。 川北 信海 (ME) 法政大学 15
15 。 勅使河原 知大 (ME) 関西大学 16
16 。 中村 哲也 (ME) 明治大学 17
17 。 藤井 凌大 (ME) 朝日大学 18
18 。 前原 雄二 (ME) 専修大学 19
19 。 水本涼太郎 (ME) 京都産業大学 20
20 。 平松 良規 (ME) 日本大学 21
21 。 木澤 聡志 (ME) 関西大学 22
22 。 菊池 正太郎 (ME) 専修大学 23
23 。 濱中 雅也 (ME) 愛知工業大学 24
24 。 大津 陽平 (ME) 日本体育大学 25
25 。 小倉 大樹 (ME) 朝日大学 26
26 。 石井 一希 (ME) 中央大学 27
27 。 野口 舞人 (ME) 朝日大学 28
28 。 宇都木 勇輝 (ME) 日本大学 29
29 。 田畑 翔 (ME) 神戸大学 30
30 。 大﨑 練介 (ME) 慶応義塾大学 31
31 。 服部 佑紀 (ME) 龍谷大学 32
32 。 西林 凛 (ME) 立教大学 33
33 。 北田 雄広 (ME) 神戸大学 34
34 。 栗田 藍央 (ME) 専修大学 35
35 。 大呂 行登 (ME) 京都大学 36
36 。 佐々木 功喜 (ME) 日本大学 37
37 。 佐藤 武揚 (ME) 朝日大学 38
38 。 栗栖 怜央 (ME) 中央大学 39
39 。 濱根 尚和 (ME) 朝日大学 40
40 。 佐々木 優人 (ME) 日本体育大学 41
41 。 坪井 (ME) 京都産業大学 42
42 。 安齋 一豪 (ME) 法政大学 43
43 。 仲 啓志 (ME) 京都大学 44
44 。 平野 裕也 (ME) 慶応義塾大学 45
45 。 上村 一貴 (ME) 専修大学 46
46 。 梶原 三厳 (ME) 東京農業大学 47
47 。 井上 竜平 (ME) 慶応義塾大学 48
48 。 津田 定慶 (ME) 國學院大學 49
49 。 毛利 凌乙 (ME) 明治大学 50
50 。 荒金 泰成 (ME) 明治大学 51
51 。 清水 駿斗 (ME) 拓殖大学 52
52 。 十河 昌也 (ME) 早稲田大学 53
53 。 中島 恒 (ME) 慶応義塾大学 54
54 。 齊脇 拓海 (ME) 日本大学 55
55 。 小栗 理基 (ME) 日本体育大学 56
56 。 甘粕 稔大 (ME) 日本大学 57
57 。 山本 大陽 (ME) 青山学院大学 58
58 。 加藤 巨樹 (ME) 日本体育大学 59
59 。 伊藤 友祐 (ME) 日本大学 60
60 。 清水 雄大 (ME) 慶応義塾大学 61
61 。 伊藤 悠貴 (ME) 早稲田大学 62
62 。 中埜 匡貴 (ME) 早稲田大学 63
63 。 伊藤 貴斗 (ME) 日本大学 64
64 。 蛭田 裕介 (ME) 東京農大学 65
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Referee(s):

。 伊藤 貴斗 (ME) 日本大学

。梶原 三厳 (ME) 東京農業大学

。菊池 正太郎 (ME) 専修大学

。安 雅人 (ME) 早稲田大学

。濱中 雅也 (ME) 愛知工業大学

。平野 裕也 (ME) 慶応義塾大学

Referee(s):

。 大津 陽平 (ME) 日本体育大学

。仲 啓志 (ME) 京都大学

。上村 一貴 (ME) 専修大学

。武井 倖也 (ME) 日本大学

。木澤 聡志 (ME) 関西大学

。清水 雄大 (ME) 慶応義塾大学

Referee(s):

。 平松 良規 (ME) 日本大学

。小倉 大樹 (ME) 朝日大学

。井上 竜平 (ME) 慶応義塾大学

。安齋 一豪 (ME) 法政大学

。 ウェディシンハ ジュン, (ME) ③. 立命館大学

。山本 大陽 (ME) 青山学院大学



Referee(s):

。 杠 星哉 (ME) 日本体育大学

。津田 定慶 (ME) 國學院大學

。石井 一希 (ME) 中央大学

。水本涼太郎 (ME) 京都産業大学

。濱根 尚和 (ME) 朝日大学

。中埜 匡貴 (ME) 早稲田大学

Referee(s):

。 前原 雄二 (ME) 専修大学

。清胤 慶英 (ME) 龍谷大学

。野口 舞人 (ME) 朝日大学

。坪井 (ME) 瞭. 京都産業大学

。伊藤 悠貴 (ME) 早稲田大学

。毛利 凌乙 (ME) 明治大学

Referee(s):

。 金髙 大乗 (ME) 早稲田大学

。藤井 凌大 (ME) 朝日大学

。宇都木 勇輝 (ME) 日本大学

。蛭田 裕介 (ME) 東京農大学

。佐々木 優人 (ME) 日本体育大学

。荒金 泰成 (ME) 明治大学

Referee(s):

。 伊藤 友祐 (ME) 日本大学

。宮川 恒 (ME) 同志社大学

。中村 哲也 (ME) 明治大学

。清水 駿斗 (ME) 拓殖大学

。栗栖 怜央 (ME) 中央大学

。田畑 翔 (ME) 神戸大学



Referee(s):

。 大﨑 練介 (ME) 慶応義塾大学

。十河 昌也 (ME) 早稲田大学

。勅使河原 知大 (ME) 関西大学

。沢村 拓哉 (ME) 法政大学

。加藤 巨樹 (ME) 日本体育大学

。佐藤 武揚 (ME) 朝日大学

Referee(s):

。 小栗 理基 (ME) 日本体育大学

。服部 佑紀 (ME) 龍谷大学

。二ノ宮 浩輔 (ME) 同志社大学

。中島 恒 (ME) 慶応義塾大学

。川北 信海 (ME) 法政大学

。佐々木 功喜 (ME) 日本大学

Referee(s):

。 西林 凛 (ME) 立教大学

。篠原 瑞公 (ME) 同志社大学

。大呂 行登 (ME) 京都大学

。松浦 碧也 (ME) 日本体育大学

。齊脇 拓海 (ME) 日本大学

Referee(s):

。 北田 雄広 (ME) 神戸大学

。片元 裕太 (ME) 愛知工業大学

。甘粕 稔大 (ME) 日本大学

。吉永 亘佑 (ME) 日本体育大学

。栗田 藍央 (ME) 専修大学



ME
２０１９インカレ
2019年11月12日 - 2019年11月13日
FE_FIE_0008

Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
1 。 栗栖 怜央 (ME) 中央大学 5 1.00 25 9 +16 Advanced
2 。 佐々木 優人 (ME) 日本体育大学 5 1.00 25 10 +15 Advanced
3 。 毛利 凌乙 (ME) 明治大学 5 1.00 25 13 +12 Advanced
4 。 甘粕 稔大 (ME) 日本大学 4 1.00 20 8 +12 Advanced
5 。 菊池 正太郎 (ME) 専修大学 5 1.00 24 15 +9 Advanced
6 。 松浦 碧也 (ME) 日本体育大学 4 1.00 20 13 +7 Advanced
7 。 平野 裕也 (ME) 慶応義塾大学 4 0.80 22 10 +12 Advanced
8 。 宮川 恒 (ME) 同志社大学 4 0.80 20 10 +10 Advanced
9 。 ウェディシンハ ジュン, (ME) 立命館大学 4 0.80 22 13 +9 Advanced
10 。 水本涼太郎 (ME) 京都産業大学 4 0.80 23 16 +7 Advanced
11 。 杠 星哉 (ME) 日本体育大学 4 0.80 23 17 +6 Advanced
12 。 清水 雄大 (ME) 慶応義塾大学 4 0.80 21 17 +4 Advanced
13 。 大津 陽平 (ME) 日本体育大学 4 0.80 20 19 +1 Advanced
14 。 西林 凛 (ME) 立教大学 3 0.75 19 13 +6 Advanced
15 。 吉永 亘佑 (ME) 日本体育大学 3 0.75 16 10 +6 Advanced
16 。 石井 一希 (ME) 中央大学 3 0.60 23 15 +8 Advanced
17T 。 武井 倖也 (ME) 日本大学 3 0.60 22 15 +7 Advanced
17T 。 中島 恒 (ME) 慶応義塾大学 3 0.60 22 15 +7 Advanced
19 。 清胤 慶英 (ME) 龍谷大学 3 0.60 23 17 +6 Advanced
20 。 二ノ宮 浩輔 (ME) 同志社大学 3 0.60 20 14 +6 Advanced
21 。 濱中 雅也 (ME) 愛知工業大学 3 0.60 22 17 +5 Advanced
22 。 川北 信海 (ME) 法政大学 3 0.60 21 16 +5 Advanced
23 。 上村 一貴 (ME) 専修大学 3 0.60 20 15 +5 Advanced
24 。 平松 良規 (ME) 日本大学 3 0.60 21 17 +4 Advanced
25 。 加藤 巨樹 (ME) 日本体育大学 3 0.60 20 16 +4 Advanced
26 。 沢村 拓哉 (ME) 法政大学 3 0.60 20 18 +2 Advanced
27 。 服部 佑紀 (ME) 龍谷大学 3 0.60 20 22 -2 Advanced
28 。 野口 舞人 (ME) 朝日大学 3 0.60 18 20 -2 Advanced
29 。 金髙 大乗 (ME) 早稲田大学 3 0.60 17 19 -2 Advanced
30 。 佐藤 武揚 (ME) 朝日大学 3 0.60 14 18 -4 Advanced
31 。 齊脇 拓海 (ME) 日本大学 2 0.50 15 11 +4 Advanced
32 。 北田 雄広 (ME) 神戸大学 2 0.50 13 16 -3 Advanced
33 。 勅使河原 知大 (ME) 関西大学 2 0.40 20 17 +3 Advanced
34 。 中村 哲也 (ME) 明治大学 2 0.40 17 15 +2 Advanced
35 。 蛭田 裕介 (ME) 東京農大学 2 0.40 19 19 0 Advanced
36 。 荒金 泰成 (ME) 明治大学 2 0.40 19 20 -1 Advanced
37T 。 大﨑 練介 (ME) 慶応義塾大学 2 0.40 18 19 -1 Advanced
37T 。 安 雅人 (ME) 早稲田大学 2 0.40 18 19 -1 Advanced
39 。 安齋 一豪 (ME) 法政大学 2 0.40 17 18 -1 Advanced
40 。 小倉 大樹 (ME) 朝日大学 2 0.40 16 18 -2 Advanced
41 。 伊藤 悠貴 (ME) 早稲田大学 2 0.40 17 20 -3 Advanced
42 。 山本 大陽 (ME) 青山学院大学 2 0.40 16 19 -3 Advanced
43T 。 宇都木 勇輝 (ME) 日本大学 2 0.40 17 21 -4 Advanced
43T 。 十河 昌也 (ME) 早稲田大学 2 0.40 17 21 -4 Advanced
45 。 前原 雄二 (ME) 専修大学 2 0.40 16 21 -5 Advanced
46 。 伊藤 友祐 (ME) 日本大学 2 0.40 15 20 -5 Eliminated
47 。 濱根 尚和 (ME) 朝日大学 2 0.40 17 23 -6 Eliminated
48 。 佐々木 功喜 (ME) 日本大学 2 0.40 14 21 -7 Eliminated
49 。 井上 竜平 (ME) 慶応義塾大学 2 0.40 13 20 -7 Eliminated
50 。 片元 裕太 (ME) 愛知工業大学 1 0.25 14 18 -4 Eliminated
51 。 大呂 行登 (ME) 京都大学 1 0.25 12 19 -7 Eliminated
52 。 仲 啓志 (ME) 京都大学 1 0.20 17 22 -5 Eliminated
53 。 中埜 匡貴 (ME) 早稲田大学 1 0.20 17 23 -6 Eliminated
54 。 藤井 凌大 (ME) 朝日大学 1 0.20 14 22 -8 Eliminated
55 。 小栗 理基 (ME) 日本体育大学 1 0.20 14 23 -9 Eliminated
56 。 津田 定慶 (ME) 國學院大學 1 0.20 13 22 -9 Eliminated
57 。 伊藤 貴斗 (ME) 日本大学 1 0.20 13 23 -10 Eliminated
58 。 田畑 翔 (ME) 神戸大学 1 0.20 11 22 -11 Eliminated
59 。 清水 駿斗 (ME) 拓殖大学 1 0.20 12 24 -12 Eliminated
60 。 坪井 (ME) 京都産業大学 0 0.00 17 25 -8 Eliminated
61 。 篠原 瑞公 (ME) 同志社大学 0 0.00 10 20 -10 Eliminated
62 。 栗田 藍央 (ME) 専修大学 0 0.00 9 20 -11 Eliminated
63 。 木澤 聡志 (ME) 関西大学 0 0.00 12 24 -12 Eliminated
64 。 梶原 三厳 (ME) 東京農業大学 0 0.00 10 25 -15 Eliminated
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Place Name Clubs Country Birthdate
1 。 金髙 大乗 (ME) 早稲田大学
2 。 平野 裕也 (ME) 慶応義塾大学
3 。 ウェディシンハ ジュン, (ME) ③. 立命館大学
4 。 松浦 碧也 (ME) 日本体育大学
5 。 菊池 正太郎 (ME) 専修大学
6 。 西林 凛 (ME) 立教大学
7 。 中島 恒 (ME) 慶応義塾大学
8 。 勅使河原 知大 (ME) 関西大学
9 。 毛利 凌乙 (ME) 明治大学
10 。 宮川 恒 (ME) 同志社大学
11 。 清水 雄大 (ME) 慶応義塾大学
12 。 石井 一希 (ME) 中央大学
13 。 二ノ宮 浩輔 (ME) 同志社大学
14 。 川北 信海 (ME) 法政大学
15 。 上村 一貴 (ME) 専修大学
16 。 中村 哲也 (ME) 明治大学
17 。 栗栖 怜央 (ME) 中央大学
18 。 佐々木 優人 (ME) 日本体育大学
19 。 甘粕 稔大 (ME) 日本大学
20 。 水本涼太郎 (ME) 京都産業大学
21 。 杠 星哉 (ME) 日本体育大学
22 。 大津 陽平 (ME) 日本体育大学
23 。 吉永 亘佑 (ME) 日本体育大学
24 。 武井 倖也 (ME) 日本大学
25 。 清胤 慶英 (ME) 龍谷大学
26 。 平松 良規 (ME) 日本大学
27 。 加藤 巨樹 (ME) 日本体育大学
28 。 佐藤 武揚 (ME) 朝日大学
29T 。 大﨑 練介 (ME) 慶応義塾大学
29T 。 安 雅人 (ME) 早稲田大学
31 。 安齋 一豪 (ME) 法政大学
32 。 十河 昌也 (ME) 早稲田大学
33 。 濱中 雅也 (ME) 愛知工業大学
34 。 沢村 拓哉 (ME) 法政大学
35 。 服部 佑紀 (ME) 龍谷大学
36 。 野口 舞人 (ME) 朝日大学
37 。 齊脇 拓海 (ME) 日本大学
38 。 北田 雄広 (ME) 神戸大学
39 。 蛭田 裕介 (ME) 東京農大学
40 。 荒金 泰成 (ME) 明治大学
41 。 小倉 大樹 (ME) 朝日大学
42 。 伊藤 悠貴 (ME) 早稲田大学
43 。 山本 大陽 (ME) 青山学院大学
44 。 宇都木 勇輝 (ME) 日本大学
45 。 前原 雄二 (ME) 専修大学
46 。 伊藤 友祐 (ME) 日本大学
47 。 濱根 尚和 (ME) 朝日大学
48 。 佐々木 功喜 (ME) 日本大学
49 。 井上 竜平 (ME) 慶応義塾大学
50 。 片元 裕太 (ME) 愛知工業大学
51 。 大呂 行登 (ME) 京都大学
52 。 仲 啓志 (ME) 京都大学
53 。 中埜 匡貴 (ME) 早稲田大学
54 。 藤井 凌大 (ME) 朝日大学
55 。 小栗 理基 (ME) 日本体育大学
56 。 津田 定慶 (ME) 國學院大學
57 。 伊藤 貴斗 (ME) 日本大学
58 。 田畑 翔 (ME) 神戸大学
59 。 清水 駿斗 (ME) 拓殖大学
60 。 坪井 (ME) 瞭. 京都産業大学
61 。 篠原 瑞公 (ME) 同志社大学
62 。 栗田 藍央 (ME) 専修大学
63 。 木澤 聡志 (ME) 関西大学
64 。 梶原 三厳 (ME) 東京農業大学
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