
氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

矢作将太郎 井口峻 村松輝貴 多戸仁一

学習院大学③ 城西大学① 拓殖大学④ 成蹊大学③

岡島由一朗 渡邊尚 長井翔 谷村拓哉

学習院大学④ 城西大学① 拓殖大学① 成蹊大学①

越田涼介 島田青葉 齋藤康平 小島勇哉

学習院大学④ 城西大学① 拓殖大学② 成蹊大学③

森田健太郎 佐藤将吾 會田新之介 　阪堂和也

学習院大学② 城西大学② 拓殖大学② 成蹊大学③

立石守廣 東剛克 大竹優幸 高津良介

学習院大学③ 城西大学③ 拓殖大学① 成蹊大学③

青戸遼市朗 福田海斗 平川諒 藤永寛生

学習院大学④ 城西大学① 拓殖大学② 成蹊大学②

鈴木理央 岩橋和輝 中野貴博 小島翔太

日本体育大学③ 東海大学④ 中央大学③ 立教大学③

福本竜也 吉村幸樹 長崎拓実 栗山尚

日本体育大学④ 東海大学③ 中央大学② 立教大学②

恩田拓哉 有安佑真 朝倉駿 渡邊文弥

日本体育大学② 東海大学③ 中央大学① 立教大学③

鶴田貴也 小山田晟浩 清水優太 青木公翼

日本体育大学④ 東海大学④ 中央大学② 立教大学①

木庭輝 荘司将貴 齋藤太稀　 鶴田宙大

日本体育大学② 東海大学④ 中央大学① 立教大学②

樋口匠 井上雄二朗 丹羽雅彦 芹川諒

日本体育大学① 東海大学④ 中央大学③ 立教大学③

外崎仁平 坪井晴元 古川颯来 後藤健斗

学習院大学③ 学習院大学② 拓殖大学① 拓殖大学③

西村雅貴 鹿島祐樹 永藤寛太郎 藤井潤平

日本体育大学④ 日本体育大学② 成蹊大学③ 成蹊大学④

鈴木慶一 岡田裕 相沢直哉

東海大学④ 東海大学② 中央大学④

山本光人 岡田陽太 国本仁成

立教大学③ 立教大学④ 中央大学②

3 7:46

4 7:54

5 8:02

平成29年度関東大学春季CDブロック対抗戦

初日組み合わせ　5月18日（木）

ローテーション　OUT－IN

NO TIME

1 7:30

2 7:38

9 8:34

10 8:42

11 8:50

6 8:10

7 8:18

8 8:26

14 9:14

12 8:58

13 9:06

16 9:30

15 9:22



氏名 氏名 氏名 氏名

大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年 大学名・登録年

小林史弥 江口裕輔

玉川大学③ 帝京大学②

齋藤広大 栗原陸 西田優馬

東京経済大学① 玉川大学③ 帝京大学③

川口裕貴弘 竹下洋平 橋本涼太

東京経済大学① 玉川大学② 帝京大学②

大滝峻真 石井航平 大和田泰雅

東京経済大学③ 玉川大学② 帝京大学①

猪鼻遼 服部剛大 横枡知徳

東京経済大学① 玉川大学③ 帝京大学③

三野宮駿 眞木偉好 新井淳

東京経済大学① 玉川大学③ 帝京大学②

村上悠貴 太田陽一郎 菅田和也 耕三寺宏安

東北学院大学② 獨協大学③ 成城大学④ 東京大学④

菊地紀嘉 高澤クリストファー 櫻井拓摩 金澤将一

東北学院大学① 獨協大学① 成城大学④ 東京大学②

佐々木魁斗 小泉慶一郎 横山陽和 黒田悠司

東北学院大学④ 獨協大学④ 成城大学③ 東京大学②

鈴木拓磨 城倉孝典 大河内佑哉 吉川慎悟

東北学院大学④ 獨協大学③ 成城大学④ 東京大学③

田部周平 石川凌生 大庭涼太 山崎裕太郎

東北学院大学② 獨協大学③ 成城大学③ 東京大学③

鈴木豪 下園裕介 角田祐樹 荒巻健人

東北学院大学④ 獨協大学③ 成城大学④ 東京大学④

吉原拓海 横町洸太 古長基

玉川大学② 東北学院大学③ 東北学院大学①

四家佑大 中村隆一朗 山野俊樹 真砂遼太郎

成城大学④ 成城大学② 東京大学④ 東京大学②

3 7:46

4 7:54

5 8:02

平成29年度関東大学春季CDブロック対抗戦
初日組み合わせ　5月18日（木）

ローテーション　IN－OUT

NO TIME

1 7:30

2 7:38

9 8:34

10 8:42

11 8:50

6 8:10

7 8:18

8 8:26

14 9:14

12 8:58

13 9:06


