
大学名 名前 大学名 名前 大学名 名前

1 愛知工業大学 前田　航希 愛知工業大学 濱中　雅也 愛知工業大学 久保田 大治

2 愛知工業大学 田所　龍弥 愛知工業大学 田中　佑汰 愛知工業大学 金森　冬馬

3 愛知工業大学 井原　佑介 愛知工業大学 江上　大吾 愛知工業大学 伊東　英汰

4 愛知工業大学 山家　大輝 愛知工業大学 土井　崇愛 愛知工業大学 山本　瑛未瑠

5 愛知工業大学 有吉　翔音 愛知工業大学 山代屋　和史 青山学院大学 上村　悠馬

6 愛知工業大学 杉本　明良 愛知工業大学 大橋　尚弥 朝日大学 園田　蓮

7 青山学院大学 大木 　皓三郎 愛知工業大学 入川　碩 朝日大学 留場　智也

8 青山学院大学 柴田　凌佑 青山学院大学 高村　和樹 朝日大学 永松　泰樹

9 青山学院大学 馬場　柊汰 青山学院大学 若尾　将太 朝日大学 野中　開

10 青山学院大学 海老根　匠馬 青山学院大学 平井　友陽 朝日大学 遠藤　虎太郎

11 青山学院大学 遠藤　海 朝日大学 相内　大地 朝日大学 小幡　風雅

12 青山学院大学 山本　直輝 朝日大学 佐藤　武揚 朝日大学 谷尾　愁斗

13 朝日大学 大石　晴渚 朝日大学 岩本　青龍 朝日大学 伊藤　綾将

14 朝日大学 土橋　和真 朝日大学 坂本　皓陽 朝日大学 谷川　至音

15 朝日大学 阿部　陽馬 朝日大学 品川　聖也 学習院大学 森山　黎威

16 朝日大学 大塚　昂輝 朝日大学 佐藤　望有 関西学院大学 飯田涼吾

17 朝日大学 光永　翔 朝日大学 深見　遼星 関西学院大学 川田崇暉

18 朝日大学 福岡　颯人 朝日大学 松岡　雄大 関西学院大学 平田歩己

19 朝日大学 森田　浩彰 朝日大学 光田　陽翔 関西学院大学 川崎琢矢

20 朝日大学 山口　翔大 学習院大学 細川　諒一朗 京都産業大学 安藤　謙心

21 関西大学 陰平　尚弥 学習院大学 森尾　太一 京都産業大学 渡邊　天汰

22 関西大学 花光　颯斗 関西学院大学 長崎驍 慶応義塾大学 秋谷　隆世

23 関西学院大学 辻中悠真 関西学院大学 水野真夏斗 慶応義塾大学 木下　秀信

24 関西学院大学 小田大斗 関西学院大学 菅凌輔 慶応義塾大学 山田　海大

25 京都産業大学 山田　一八 関西大学 田中　仁 慶応義塾大学 山田　翔也

26 京都産業大学 関本　卓充　 関西大学 宮部　陽向 慶応義塾大学 山本　展暉

27 國學院大學 滋野　悠人 京都産業大学 小津　貴慈　 慶応義塾大学 加賀　敬浩

28 慶応義塾大学 長谷山　泰紀 京都産業大学 堀本　達郎 慶応義塾大学 山﨑　翔太

29 慶応義塾大学 西村　隆佑 京都産業大学 大矢　颯斗 専修大学 水上　映斗

30 慶応義塾大学 新井　謙信 國學院大學 馬塲　汰夏良 専修大学 北川　裕貴

31 慶応義塾大学 佐藤　謙太郎 國學院大學 夏目　瑠伽 専修大学 吉永　隆人

32 慶応義塾大学 土肥　駿介 慶応義塾大学 大﨑　練介 専修大学 山本　絢土

33 慶応義塾大学 藤原　唯月 慶応義塾大学 井上　竜平 専修大学 大西　琳久

34 慶応義塾大学 桐谷　駿輔 慶応義塾大学 秋本　祐輔 拓殖大学 岩井　昌太

35 慶応義塾大学 布施　慶馬 慶応義塾大学 早田　拓海 拓殖大学 岡部　佑斗

36 専修大学 佐久間　朝陽 慶応義塾大学 和田　大河 中央大学 江村　凌平

37 専修大学 石村　隆之介 慶応義塾大学 伊勢　碧 中央大学 小久保　遥斗

38 専修大学 大野　瑞輝 慶応義塾大学 坂藤　秀昌 中央大学 加藤　響

39 専修大学 メンドーザ　ミゲール 慶応義塾大学 髙橋　未楽 中央大学 加藤　颯人

40 専修大学 猪狩　つばさ 上智大学 宮本　舶 中央大学 力武　優斗

41 専修大学 小貫　暁人 上智大学 今川　恵吾 中央大学 田内　稜大

42 専修大学 石井　勇多 専修大学 菊池　正太郎 中央大学 福田　悠雅

43 専修大学 及川　泰平 専修大学 齋藤　平 中央大学 平田　悠翔

44 専修大学 畑中　晃人 専修大学 森井　亮介 中京大学 尾矢　陽太

45 拓殖大学 菊池　隆太 専修大学 大谷　謙介 中京大学 平野　賢人

46 拓殖大学 中村　健人 専修大学 伊藤　海之亮 中京大学 竹井　耀一

47 中央大学 田辺　空我 専修大学 峯田　大空 東京大学 波多野　瞭平

48 中央大学 山口　改 拓殖大学 鈴木　孝明 東京大学 早坂　拓能 

49 中央大学 馬場　俊輔 拓殖大学 青木　友佑 同志社大学 坪本　能幸

50 中央大学 吉弘　航平 中央大学 野島　玲央 同志社大学 成田　武永

51 中央大学 安田　和真 中央大学 木内　博哉 同志社大学 吉田　充希

52 中央大学 三浦　知哉 中央大学 武井　琉晟 日本体育大学 谷下　尚弥

53 中央大学 磯部　晴貴 中央大学 鈴木　大陸 日本体育大学 中力　亮

54 東北学院大学 安　優人 中央大学 藤澤　大知 日本体育大学 天内　圭太

55 東北学院大学 伊藤　天翔 中央大学 鹿志村　拓 日本体育大学 大村　尚斗

56 東北文化学園大学 小畑　英人 中央大学 船越　宥玖 日本大学 杉本　隆大

57 東北文化学園大学 菅原　佑人 中京大学 小向　辰旺 日本大学 永田　航

58 東北文化学園大学 青柳　雄大 東京大学 宇井　柱明 日本大学 松田　頼弥

59 同志社大学 田中　風舞 東京大学 浅野　尊 日本大学 清水　崇史

60 同志社大学 柏原　翔太 東京大学 相部　宏也 日本大学 木村　友哉

61 同志社大学 遠藤　恒樹 東京大学 中村　甚太 日本大学 平野　颯人

62 同志社大学 大野　潤平 東京大学 光藤　遼 日本大学 杉野　照瑛

63 同志社大学 税所　良介 東京農業大学 澁谷　有亮 日本大学 小岩　聖那

64 同志社大学 中垣　慶人 東京農業大学 三浦　基輝 日本大学 古川　蓮

65 日本体育大学 笠原　慎太郎 東京農業大学 藤田　聖 日本大学 野島　里玖

66 日本体育大学 坪　颯馬 東京農業大学 臼井　陸翔 日本大学 井上　厳優

67 日本体育大学 京極　光志 東京農業大学 遠藤　優太 日本大学 大北　唯斗

68 日本体育大学 伊藤　謙伸 同志社大学 宮川　恒 日本大学 樋渡　怜大
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69 日本体育大学 大矢　凌太郎 同志社大学 宿院　徳真 日本大学 今井　銀士

70 日本体育大学 佐野　航琉 同志社大学 古橋　諒樹 日本大学 一色　賢春

71 日本体育大学 鈴木　嵩晟 同志社大学 西村　拓 日本大学 才木　良太

72 日本体育大学 三好　貫太 日本体育大学 小栗　理基 法政大学 吉田　多聞

73 日本体育大学 大前　篤史 日本体育大学 加藤　巨樹 法政大学 武藤　祐哉

74 日本大学 井神　俊兵 日本体育大学 戸井　和希 法政大学 小久保　真旺

75 日本大学 宮崎　泰我 日本体育大学 永原　正大 法政大学 津森　志道

76 日本大学 神宮司　真矢 日本体育大学 藤原　大二朗 立教大学 石井　達哉

77 日本大学 稲垣　恵人 日本体育大学 石川　凌雅 立教大学 野村　宗純

78 日本大学 長沼　偉穏 日本体育大学 三橋　尚弘 立教大学 金井　翔一

79 日本大学 菅谷　優斗 日本大学 伊藤　貴斗 立命館大学 梅村　晃平

80 日本大学 岸川　拓夢 日本大学 平松　良規 立命館大学 佐竹　翔一

81 日本大学 小﨑　一磨 日本大学 関原　麗允 立命館大学 越智　勇仁

82 日本大学 内ケ崎　良磨 日本大学 小段　拳人 立命館大学 沼尻　祥明

83 日本大学 勅使河原　明日架 日本大学 酒井　哉瑠 早稲田大学 森多　諒

84 日本大学 川井　誠司 日本大学 唐澤　颯斗 早稲田大学 田中　智也

85 日本大学 川村　海以 日本大学 宮田　拓海 早稲田大学 石井　豪

86 明治大学 柏崎　瑞仁 明治大学 大竹　諒 早稲田大学 佐藤　悠雅

87 明治大学 成田　航也 明治大学 大浦　成之 早稲田大学 密田　創太

88 明治大学 堀部　翔太 明治大学 村田　一公

89 明治大学 森　大翔 法政大学 安齋　一豪

90 法政大学 中村　太郎 法政大学 佐藤　親之介

91 法政大学 村上　拳 法政大学 阿部　航大

92 法政大学 北村　創拓 法政大学 園田　啓斗

93 法政大学 仙波　響 法政大学 上出　日向

94 法政大学 太田　拓輝 法政大学 西川　大智

95 法政大学 島内　遥大 法政大学 杉岡　瑞基

96 法政大学 西口　泰嵩 立教大学 角坂　大陸

97 法政大学 林　祥蓮 立教大学 清水　淳弥

98 法政大学 河村　一摩 立教大学 中﨑　駿太郎

99 法政大学 白石　光 立命館大学 井上　誉聡

100 立教大学 石井　和真 立命館大学 中田　憲佑

101 立教大学 橋本　祥英 立命館大学 高吉　大和

102 立教大学 増田　光 立命館大学 金尾　周平

103 立命館大学 大竹　凛 立命館大学 川西　純功

104 立命館大学 髙田　恭成 立命館大学 山口　倫生

105 立命館大学 西村　啓佑 早稲田大学 金髙　大乘

106 立命館大学 関谷　拓実 早稲田大学 寺井　健人

107 早稲田大学 川村　京太 早稲田大学 仙葉　遼輔

108 早稲田大学 Jet　Ng　 早稲田大学 Chow　ManLong

109 早稲田大学 ビューワーニック　ダグラス

110 早稲田大学 藤澤　将匡

111 早稲田大学 宇藤　大未

112 早稲田大学 竹内　隆晟

112 108 87


