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Place Name Club(s)
1 中島恒 (ME) 慶應義塾大学
2 松本龍 (ME) 日本大学
3 金髙大乗 (ME) 早稲田大学
4 大谷謙介 (ME) 専修大学
5 伊藤海之亮 (ME) 専修大学
6 浅海聖哉 (ME) 法政大学
7 井上誉聡 (ME) 立命館大学
8 森井亮介 (ME) 専修大学
9 田尻航大 (ME) 中央大学
10 関原麗允 (ME) 日本大学
11 齊藤憲司 (ME) 専修大学
12 菊池正太郎 (ME) 専修大学
13 木内博哉 (ME) 中央大学
14 澁谷有亮 (ME) 東京農業大学
15 金尾周平 (ME) 立命館大学
16 武井琉晟 (ME) 中央大学
17T 長谷川雅也 (ME) 愛知工業大学
17T 平松良規 (ME) 日本大学
19 永原正大 (ME) 日本体育大学
20 古橋諒樹 (ME) 同志社大学
21 濱中雅也 (ME) 愛知工業大学
22 宇都木勇輝 (ME) 日本大学
23 佐藤武揚 (ME) 朝日大学
24 園田啓斗 (ME) 法政大学
25 宮川恒 (ME) 同志社大学
26 加藤巨樹 (ME) 日本体育大学
27 大﨑練介 (ME) 慶應義塾大学
28 三浦基輝 (ME) 東京農業大学
29 稲倉宗暉 (ME) 専修大学
30 宿院徳真 (ME) 同志社大学
31 角坂大陸 (ME) 立教大学
32 小栗理基 (ME) 日本体育大学
33 杠星哉 (ME) 日本体育大学
34 戸井和希 (ME) 日本体育大学
35 藤田聖 (ME) 東京農業大学
36 大津陽平 (ME) 日本体育大学
37 増田陽人 (ME) 早稲田大学
38 馬塲太夏良 (ME) 國學院大學
39 浅海正哉 (ME) 法政大学
40 名倉京佑 (ME) 法政大学
41 小河舜矢 (ME) 青山学院大学
42 田代一裕 (ME) 青山学院大学
43 山代屋和史 (ME) 愛知工業大学
44 田中佑汰 (ME) 愛知工業大学
45 結城右京 (ME) 東京大学
46 鈴木大陸 (ME) 中央大学
47 酒井哉瑠 (ME) 日本大学
48 津田定慶 (ME) 國學院大學
49 藤井凌大 (ME) 朝日大学
50 加藤雅望 (ME) 同志社大学
51 高村和樹 (ME) 青山学院大学
52 近藤勇大 (ME) 朝日大学
53 安齋一豪 (ME) 法政大学
54 野島玲央 (ME) 中央大学
55 早田拓海 (ME) 慶應義塾大学
56 相内大地 (ME) 朝日大学
57 小段拳人 (ME) 日本大学
58 秋本祐輔 (ME) 慶應義塾大学
59 岩本青龍 (ME) 朝日大学
60 藤原大二朗 (ME) 日本体育大学
61 川村佳 (ME) 青山学院大学
62 和田大河 (ME) 慶應義塾大学
63 仙葉遼輔 (ME) 早稲田大学
64 中島直輝 (ME) 日本大学
65 中田憲佑 (ME) 立命館大学
66 阿部航大 (ME) 法政大学
67T 入谷和輝 (ME) 関西学院大学
67T 土井崇愛 (ME) 愛知工業大学
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69T 坂本皓陽 (ME) 朝日大学
69T 青木友佑 (ME) 拓殖大学
71 伊藤貴斗 (ME) 日本大学
72T 上出日向 (ME) 法政大学
72T 西村拓 (ME) 同志社大学
74 江上大吾 (ME) 愛知工業大学
75 齋藤平 (ME) 専修大学
76 小山英礼 (ME) 慶應義塾大学
77 高吉大和 (ME) 立命館大学
78 井上竜平 (ME) 慶應義塾大学
79 出口栄久里 (ME) 朝日大学
80 山口元気 (ME) 朝日大学
81T 鈴木孝明 (ME) 拓殖大学
81T 清水淳弥 (ME) 立教大学
83 伊藤颯馬 (ME) 専修大学
84 水谷天風 (ME) 愛知工業大学
85T 小向辰旺 (ME) 中京大学
85T 佐々木優吏 (ME) 愛知工業大学
87 CHOW MAN LONG (ME) 早稲田大学
88 藤澤大知 (ME) 中央大学
89T 関根樂人 (ME) 立命館大学
89T 寺井健人 (ME) 早稲田大学
91 佐藤親之介 (ME) 法政大学
92T 大釜達也 (ME) 関西学院大学
92T 宮本舶 (ME) 上智大学
94 中村甚太 (ME) 東京大学


