
南
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

細谷　大河 和田　　樹 若山　秀太郎

慶應義塾大学②慶應義塾大学②慶應義塾大学①

菊地　大悟 髙橋　優仁 景山　光喜

大東文化大学④大東文化大学①大東文化大学①

松原　敬吾 小黒　真輝 立石　守廣 坪井　晴元

学習院大学② 学習院大学③ 学習院大学③ 学習院大学②

早澤　航平 小野　広貴 旭　　大地 三澤　　潤

学習院大学① 上智大学③ 上智大学④ 上智大学③

福本　竜也 日比　隆晶 伴　　敦彦 樋口　　匠

日本体育大学④日本体育大学③日本体育大学②日本体育大学①

操上　眞廣 矢田　将之 渡邉　貴啓 中村　遼斗

日本体育大学①東京電機大学②東京電機大学① 東京大学②

荒巻　健人 水谷　将也 田中　裕太郎 田淵　　謙

東京大学④ 東京大学③ 東京大学② 東京大学②

栗原　　陸 小林　史弥 吉原　拓海 竹下　洋平

玉川大学③ 玉川大学③ 玉川大学② 玉川大学②

今村　仁哉 東野　優也 有村　隆之介 出口　友将

東京国際大学④東京国際大学③東京国際大学②東京国際大学②

島田　航汰 小泉　勝史 伊藤　涼太 澤田　康弘

東京国際大学① 國學院大學② 國學院大學① 明治薬科大学②

湯浅　徹朗 堂添　裕太郎 青木　潤平 田村　祐樹

東海大学④ 東海大学④ 東海大学① 東海大学①

鈴木　慶一 池田　健誠 川原田　将人 岡部　雄斗

東海大学④ 明治学院大学③明治学院大学① 日本大学①

岡本　頼樹 大川　功起 田中　一輝 楳山　優真

日本大学③ 日本大学③ 日本大学② 日本大学①
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西
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

鈴木　慧子 清水　花梨 森下　礼菜

慶應義塾大学③慶應義塾大学③慶應義塾大学③

荻野　遥香 武井　遼子 安孫子　美央 三宅　伽音

慶應義塾大学②慶應義塾大学② 学習院大学① 学習院大学①

森野　　愛 一志　知里 石神　りか子

学習院大学③ 学習院大学③ 学習院大学②

山中　優菜 稲田　安希 小林　渓都

日本女子大学③日本女子大学③日本女子大学③

正田　莉菜 鈴木　　心 内海　野乃子 田中　菜々子

日本女子大学③日本女子大学③ 上智大学③ 上智大学③

山口　生楽 古川　絢賀 高木　智圭

東京大学② 東京大学④ 明治学院大学②

板倉　英里佳 岩田　彩香 船津　歩美

玉川大学③ 玉川大学③ 玉川大学②

亀田　うらら 杉山　愛幸 後藤　ひなの

日本大学① 日本大学① 日本大学①

鈴木　明梨亜 杉下　　舞 手川　美佳 雨宮　梨乃

日本大学① 日本大学① 明治大学① 明治大学①

池田　瑞貴 石川　華瑛 岩田　祐子

聖心女子大学④聖心女子大学④聖心女子大学④

大浦　裕美子 田島　千夏 中島　　彩 秋川　楓花

聖心女子大学③聖心女子大学②東京国際大学③東京国際大学①

石井　友梨 山口　真琴 苅部　未歩 張　　殷瑞

東北福祉大学③東北福祉大学③東北福祉大学②東北福祉大学①
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南
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

田中　一輝 鈴木　慶一 中村　遼斗

日本大学② 東海大学④ 東京大学②

田淵　　謙 楳山　優真 田村　祐樹

東京大学② 日本大学① 東海大学①

青木　潤平 田中　裕太郎 大川　功起

東海大学① 東京大学② 日本大学③

岡本　頼樹 堂添　裕太郎 荒巻　健人 矢田　将之

日本大学③ 東海大学④ 東京大学④ 東京電機大学②

澤田　康弘 岡部　雄斗 湯浅　徹朗 水谷　将也

明治薬科大学② 日本大学① 東海大学④ 東京大学③

渡邉　貴啓 岩佐　樹里哉 福本　竜也 小黒　真輝

東京電機大学①東京農工大学①日本体育大学④ 学習院大学③

立石　守廣 池田　健誠 景山　光喜 日比　隆晶

学習院大学③ 明治学院大学③大東文化大学①日本体育大学③

樋口　　匠 坪井　晴元 川原田　将人 髙橋　優仁

日本体育大学① 学習院大学② 明治学院大学①大東文化大学①

菊地　大悟 伴　　敦彦 松原　敬吾 船津　祐太

大東文化大学④日本体育大学② 学習院大学② 國學院大學③

後藤　政弘 大我　桂久 操上　眞廣 早澤　航平

國學院大學① 上智大学① 日本体育大学① 学習院大学①

若山　秀太郎 伊藤　涼太 岡野　究平 今村　仁哉

慶應義塾大学① 國學院大學① 上智大学③ 東京国際大学④

島田　航汰 森　　拓 小泉　勝史 三澤　　潤

東京国際大学①慶應義塾大学③ 國學院大學② 上智大学③

小野　広貴 有村　隆之介 和田　　樹 星野　悠人

上智大学③ 東京国際大学②慶應義塾大学② 國學院大學①

小林　佑太郎 旭　　大地 出口　友将 江坂　将一

成城大学③ 上智大学④ 東京国際大学②慶應義塾大学③

細谷　大河 田中　秀幸 竹下　洋平 東野　優也

慶應義塾大学②青山学院大学③ 玉川大学② 東京国際大学③

沖　　将司 中井　文哉 齋藤　誘治 吉原　拓海

早稲田大学① 成城大学② 青山学院大学② 玉川大学②

小林　史弥 山下　隆介 金城　幸起 牧原　颯也

玉川大学③ 早稲田大学① 成城大学② 青山学院大学②

古川　　巧 栗原　　陸 東　　優真 竜崎　世一

青山学院大学① 玉川大学③ 早稲田大学① 成城大学①
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西
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

亀田　うらら 雨宮　梨乃 張　　殷瑞

日本大学① 明治大学① 東北福祉大学①

苅部　未歩 杉山　愛幸 手川　美佳

東北福祉大学② 日本大学① 明治大学①

郡司　桃果 山口　真琴 芹川　真海

常磐大学② 東北福祉大学③ 駒澤大学③

甲斐　愛実 杉下　　舞 石井　友梨

駒澤大学① 日本大学① 東北福祉大学③

清水　花梨 一志　知里 鈴木　明梨亜

慶應義塾大学③ 学習院大学③ 日本大学①

後藤　ひなの 森下　礼菜 石神　りか子

日本大学① 慶應義塾大学③ 学習院大学②

三宅　伽音 船津　歩美 荻野　遥香

学習院大学① 玉川大学② 慶應義塾大学②

武井　遼子 安孫子　美央 板倉　英里佳

慶應義塾大学② 学習院大学① 玉川大学③

岩田　彩香 鈴木　慧子 森野　　愛

玉川大学③ 慶應義塾大学③ 学習院大学③

山口　生楽 山中　優菜 中島　　彩

東京大学② 日本女子大学③東京国際大学③

秋川　楓花 古川　絢賀 内海　野乃子

東京国際大学① 東京大学④ 上智大学③

正田　莉菜 池田　瑞貴 岩瀬　陽子

日本女子大学③聖心女子大学④ 東京大学④

井上　海椰 稲田　安希 石川　華瑛

上智大学① 日本女子大学③聖心女子大学④

岩田　祐子 町田　佳生莉 川島　あかり

聖心女子大学④ 上智大学② 成蹊大学④

小林　渓都 田島　千夏 増永　みなみ

日本女子大学③聖心女子大学② 上智大学②

高木　智圭 鈴木　　心 大浦　裕美子 田中　菜々子

明治学院大学②日本女子大学③聖心女子大学③ 上智大学③

國澤　宗真 市邨　直教 窪田　俊介 一瀬　裕紀

東京理科大学②横浜国立大学① 成蹊大学① 東京農業大学②

上田　一哉 野竹　　剛 佐藤　克哉 谷村　拓哉

東京農業大学①東京理科大学②横浜国立大学③ 成蹊大学①

三島　史也 小暮　大起 鶴谷　光基 森　　大賀

成蹊大学① 東京農業大学③東京理科大学②横浜国立大学①
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