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1 早稲田大学 ビューワーニック ダグラス 日本大学 関原 麗允 日本大学 杉本 隆大 中央大学 上野 優佳 法政大学 明石 愛恵 日本大学 菊地 心和

2 早稲田大学 川村 京太 法政大学 浅海 聖哉 法政大学 武藤 祐哉 日本大学 岩本 怜菜 明治大学 稲山 友梨 東京女子体育大学 山内 今日香

3 法政大学 中村 太郎 早稲田大学 金髙 大乘 中央大学 力武 優斗 日本大学 竹山 柚葉 専修大学 成田 瑠夏 日本大学 金子 優衣奈

4 日本体育大学 京極 光志 慶応義塾大学 中島 恒 日本大学 平野 颯人 日本体育大学 岡田 芽生 明治大学 盧 承延 法政大学 髙橋 千里香

5 法政大学 西口 泰嵩 専修大学 大谷 謙介 中央大学 田内 稜大 早稲田大学 森多 舞 早稲田大学 蓮井 陽菜 法政大学 月野 敬子

6 明治大学 成田 航也 専修大学 菊池 正太郎 日本大学 木村 友哉 日本女子体育大学 土佐 千乃 日本体育大学 山本 有沙 慶応義塾大学 江頭 麗万

7 明治大学 堀部 聖太 慶応義塾大学 坂藤 秀昌 中央大学 小久保 遥斗 早稲田大学 狩野 央梨沙 日本大学 今村 未羽 日本大学 梅北 愛斐

8 日本体育大学 坪 颯馬 早稲田大学 CHOW ManLong 日本大学 樋渡 怜大 日本女子体育大学 福塚 世帆 日本大学 小笠原 葵 日本大学 菅野 桃子

9 日本大学 勅使河原 明日架 専修大学 伊藤 海之亮 日本大学 清水 崇史 中央大学 永野 菜津子 明治大学 中村 優里 東京女子体育大学 石橋 幸貴

10 日本大学 内ケ崎 良磨 明治大学 大竹 諒 中央大学 加藤 颯人 日本女子体育大学 巾下 栞奈 日本大学 高橋 栄利佳 東京女子体育大学 原田 渉未

11 早稲田大学 藤澤 将匡 日本体育大学 藤原 大二朗 日本大学 松田 頼弥 日本大学 田口 莉帆 明治大学 佐藤 琴美 早稲田大学 黒田 ほのか

12 中央大学 馬場 俊輔 日本体育大学 永原 正大 早稲田大学 佐藤 悠雅 日本体育大学 齋藤 利莉 専修大学 伊藤 凛 中央大学 鈴木 花野

13 専修大学 小貫 暁人 日本大学 松本 龍 日本大学 永田 航 日本体育大学 東 佑夏 慶応義塾大学 伊藤 杏樹 日本大学 河村 萌乃

14 日本大学 井神 俊兵 日本大学 唐澤 颯斗 日本大学 小岩 聖那 中央大学 小池 花佳 専修大学 西脇 有咲 東京女子体育大学 小山 ゆい

15 法政大学 仙波 響 法政大学 浅海 正哉 日本大学 古川 蓮 専修大学 花田 うらら 明治大学 小佐井 彩花 東京女子体育大学 馬場 菜緒

16 立教大学 増田 光 慶応義塾大学 井上 竜平 専修大学 水上 映斗 中央大学 重藤 美紀 日本大学 鶴岡 夏子 日本大学 高橋 ひかり

17 明治大学 柏崎 瑞仁 日本大学 平松 良規 日本大学 杉野 照瑛 日本大学 竹澤 志緒里 日本大学 寺山 珠樹 法政大学 鈴木 暦

18 明治大学 森 大翔 日本体育大学 加藤 巨樹 慶応義塾大学 山田 海大 日本大学 岡田 花鈴 専修大学 齋藤 華南 専修大学 岡原 真琴

19 日本大学 菅谷 優斗 中央大学 武井 琉晟 立教大学 石井 達哉 日本女子体育大学 高橋 沙也花 東京農業大学 倉田 美月 日本大学 笹木 咲里

20 法政大学 河村 一摩 慶応義塾大学 秋本 祐輔 日本体育大学 大村 尚土 日本大学 中出 陽愛 専修大学 市ヶ谷 愛 東京女子体育大学 佐藤 めるしい

21 専修大学 佐久間 朝陽 日本体育大学 石川 凌雅 中央大学 平田 悠翔 日本大学 設樂 ゆひな 日本大学 田中 那海 日本大学 石川 せと

22 慶応義塾大学 西村 隆佑 慶応義塾大学 髙橋 未楽 早稲田大学 森多 諒 日本女子体育大学 中川 美優 日本大学 岡田 渓 日本大学 笠原 佳姫

23 中央大学 磯部 晴貴 専修大学 峯田 大空 日本体育大学 中力 亮 専修大学 嶋田 愛音 中央大学 陸川 麻琴 日本体育大学 玉利 華奈乃

24 法政大学 太田 拓輝 専修大学 森井 亮介 日本体育大学 天内 圭太 法政大学 橋本 結 日本体育大学 大西 愛 東京女子体育大学 魚永 幸希

25 専修大学 石井 勇多 明治大学 村田 一公 中央大学 福田 悠雅 専修大学 成田 実礼 日本体育大学 小野 紗玖良 専修大学 山根 姫七

26 中央大学 田辺 空我 日本大学 小段 拳人 慶応義塾大学 木下 秀信 日本女子体育大学 森田 明日香 法政大学 鈴木 詩 日本体育大学 徳山 里奈

27 日本大学 神宮司 真矢 法政大学 杉岡 瑞基 慶応義塾大学 服部 玄太 専修大学 北村 優芽 日本大学 濵上 宥佳 東京女子体育大学 村上 愛夢

28 法政大学 島内 遥大 日本大学 伊藤 貴人 専修大学 大西 琳久 日本女子体育大学 稲田 椋 専修大学 吉田 ひなた 専修大学 長屋 美悠

29 中央大学 山口 改 法政大学 上出 日向 早稲田大学 田中 智也 専修大学 原田 奈乃羽 日本体育大学 丸山 さくら 日本体育大学 石川 円佳

30 慶応義塾大学 長谷山 泰紀 日本体育大学 三橋 尚弘 日本大学 野島 里玖 日本大学 岡田 梨良 明治大学 國谷 優奈 青山学院大学 武田 三希奈

31 中央大学 三浦 知哉 日本体育大学 小栗 理基 専修大学 吉永 隆人 専修大学 篠崎 美礼 法政大学 内山 澪 東京女子体育大学 加藤 怜

32 慶応義塾大学 新井 謙信 早稲田大学 寺井 健人 日本大学 井上 厳優 中央大学 鹿野 幸感 専修大学 平西 桜子 青山学院大学 神山 沙也

33 立教大学 橋本 祥英 東京農業大学 三浦 基輝 専修大学 北川 裕貴 法政大学 山口 寿々奈 法政大学 四本 明李 慶応義塾大学 久保田 絢子

34 日本大学 長沼 偉穏 中央大学 鈴木 大陸 東北学院大学 安 優人 日本体育大学 幸野 来美 法政大学 青木 玲奈 上智大学 梶原 千代

35 中央大学 吉弘 航平 中央大学 木内 博哉 日本大学 才木 良太 日本大学 杉本 奏美 青山学院大学 森本 紗矢 青山学院大学 山内 美侑

36 日本体育大学 佐野 航琉 東京大学 相部 宏也 慶応義塾大学 山本 裕太郎 日本体育大学 橋口 絵里 上智大学 小塩 彩生

37 早稲田大学 JET Ng 法政大学 阿部 航大 慶応義塾大学 布施 慶馬 法政大学 武藤 未澪 東京女子体育大学 箕浦 葉月

38 青山学院大学 大木 皓三郎 明治大学 大浦 成之 慶応義塾大学 秋谷 隆世 日本女子体育大学 川津 美裕 立教大学 道明 瑠永

39 日本体育大学 三好 貫太 日本大学 宮田 拓海 専修大学 山本 絢土 日本女子体育大学 坂口 陽奈 東北文化学園大学 土井 瑞稀

40 日本大学 小﨑 一磨 慶応義塾大学 伊勢 碧 東北学院大学 前河 佑澄 慶応義塾大学 貝島 有香 日本体育大学 那須 茜

41 法政大学 北村 創拓 立教大学 清水 淳弥 早稲田大学 密田 創太 東北学院大学 八巻 史緒理 日本大学 髙嶌 乙羽

42 法政大学 白石 光 立教大学 中﨑 駿太郎 東京大学 早坂 拓能 慶応義塾大学 渡辺 瑚子 法政大学 三田 千晴

43 慶応義塾大学 桐谷 駿輔 法政大学 園田 啓斗 慶応義塾大学 山田 翔也 順天堂大学 三原 桜子 東京農業大学 藤間 さくら
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