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矢作 将太郎 古川　颯太 村上　悠貴 菅田　和也

学習院大学③ 拓殖大学① 東北学院大学② 成城大学④

越田　涼介 長井　翔 佐々木　魁斗 櫻井　拓摩

学習院大学④ 拓殖大学① 東北学院大学④ 成城大学④

岡島　由一朗 平川　諒 菊地　紀嘉 大河内　佑哉

学習院大学④ 拓殖大学② 東北学院大学① 成城大学④

小黒　真輝 大竹 優幸 鈴木　拓磨 横山　陽和

学習院大学③ 拓殖大学① 東北学院大学④ 成城大学③

立石　守廣 村松　輝貴 田部　周平 中村　隆一朗

学習院大学③ 拓殖大学④ 東北学院大学② 成城大学②

青戸　遼市朗 原　幸助 古長　基 角田　祐樹

学習院大学④ 拓殖大学④ 東北学院大学① 成城大学④

小室　順 長崎　拓実 小島　翔太 岩橋　和輝

慶応義塾大学③ 中央大学② 立教大学③ 東海大学④

大石　優 齋藤　太毅 山本　光人 岡田　裕

慶応義塾大学④ 中央大学① 立教大学③ 東海大学②

田　修成 清水　優太 鶴田　宙大 荘司　将貴

慶応義塾大学① 中央大学② 立教大学② 東海大学④

佐藤　大河 相澤　直哉 粟山　尚 吉村　幸樹

慶応義塾大学① 中央大学④ 立教大学② 東海大学③

横川　弘武 中野　貴博 青木　公翼 小山田　晟浩

慶応義塾大学④ 中央大学③ 立教大学① 東海大学④

須山　祐介 朝倉　駿 岡田　陽太 井上　雄二朗

慶応義塾大学③ 中央大学① 立教大学④ 東海大学④

坪井　晴元 森田　健太郎 會田　新之介 斉藤　康平

学習院大学② 学習院大学② 拓殖大学② 拓殖大学②

横町　洸太 谷岡　泰丞 飯野　遥生 武田　大輔

東北学院大学③ 成城大学② 成城大学① 慶応義塾大学③

細谷　大河 丹羽　雅彦 松村　康平 芹川　諒

慶応義塾大学② 中央大学③ 中央大学② 立教大学③

渡邊　文弥 有安　佑真 田村　祐樹

立教大学③ 東海大学③ 東海大学①
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新井　淳 満丸　司 井上　陸 吉澤　海里

帝京大学② 獨協大学① 青山学院大学④ 東洋大学②

高野　壮登 石川　凌生 野田　豊明 高橋　佑一郎

帝京大学① 獨協大学③ 青山学院大学① 東洋大学②

大和田　泰雅 城倉　孝典 吉野　真大 三上　和也

帝京大学① 獨協大学③ 青山学院大学② 東洋大学②

橋本　涼太 下薗　祐介 村山　真大 灘波　綜一

帝京大学② 獨協大学③ 青山学院大学③ 東洋大学①

西田　優馬 高澤　クリストファー 田中　秀幸 大和久　仁一郎

帝京大学③ 獨協大学① 青山学院大学③ 東洋大学③

江口　裕輔 太田　陽一郎 古川　巧 征矢野　光一

帝京大学② 獨協大学③ 青山学院大学① 東洋大学④

多戸　仁一 島田　青葉 小林　史弥 金澤　将一

成蹊大学③ 城西大学① 玉川大学③ 東京大学②

谷村　拓哉 井口　俊 栗原　陸 安尾　英修

成蹊大学① 城西大学① 玉川大学③ 東京大学①

阪堂　和也 渡邊　尚 竹下　洋平 吉川　慎吾

成蹊大学③ 城西大学① 玉川大学② 東京大学③

藤永　寛生 平澤　貴史 吉原　拓海 金澤　圭祐

成蹊大学② 城西大学③ 玉川大学② 東京大学①

小島　勇哉 東　剛克 服部　剛大 山崎　祐太郎

成蹊大学③ 城西大学③ 玉川大学③ 東京大学③

大沢　怜 佐藤　将吾 眞木　偉好 黒田　悠司

成蹊大学 城西大学② 玉川大学③ 東京大学②

小泉　慶一郎 越村　健太郎 高橋　大貴

獨協大学④ 青山学院大学④ 青山学院大学③

花見　真登 上杉　大輝 高津　良介

東洋大学② 東洋大学② 成蹊大学③

永藤　寛太郎 荒巻　健人 真砂　遼太郎

成蹊大学③ 東京大学④ 東京大学②
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