
男子 青山学院A 青山学院B 亜細亜A 亜細亜B 宇都宮 桜美林 神奈川A

メンバー 南翔太 渡邉裕輝 清水奎吾 大野一真 高野潤 高橋隆清 泉里空

吉井雅 浪瀬聡太 呉岡拓弥 島亮太郎 西田聖梧 山本裕太 渡邉雄太

萩野颯太 露崎翔太 高見澤岳飛 古藤嵩大 山谷慧悟 後藤圭吾 木下夏

南麗之 髙橋定治 加藤彰馬 堀匡毅 根本誠也 佐藤和樹 稲毛航平

岡竜太 池田笑生 吉田慎 嶋田瑛介 日吉智也 鈴木滉也 菅原直樹

山口陵 永井大貴 岡庸輔 村西開斗 坂本昻士 南龍司 北岡功将

佐藤亘 大谷拓矢 倉持侑希 吉満優希 加藤望未 古賀清太郎 針田響大

小原亮佑 和田響 工藤颯人 須田圭亮 炭谷侑寛

坂本光 藤田雄士 堀内竜輔 石井智也 浅岡秀輔

藤岡海 六川広野 熊坂拓哉 枡富一 小南賢太

塩谷大河 粕谷朋希 湯川碧樹

目黒志和 平塚太一 曽根健介

濱口昌孝 浅海裕一 山田祐輔

権藤卓巳 小笠原洋

岡悠多



神奈川B 学習院A 学習院B 関東学院大学A 関東学院大学B 敬愛大学A

石川凌雅 西岡大輝 服部賢人 佐口健太郎 岸翔 深澤幸己

山口大基 井上和哉 片岡大士 吉野颯汰 眞家宏輔 小長裕汰

佐藤陽希 関口陽太 関根大輝 新谷樹 野間誠 西念大地

白井秀和 佐藤卓哉 武田遼太朗 田中大梧 重永龍成 太田龍希

大矢瑞起 本間俊樹 松浦巳裕 田中健貴 柴田陸 山上綾太

高橋慧悟 内野響 村山直大 眞家佑輔 田島吹樹 秋山蓮太

村田幹治 増田雄哉 水谷伊織 荒川蓮太朗 高井海輝 堂園玲雄

半谷圭汰朗 縄稚将太 後藤竜弥



慶應義塾A 慶應義塾B 慶應義塾C 国際基督教 國學院A 國學院C 國學院B

川島颯 藤岡仁 亀井陸 亀田恭維 鈴木裕大 川野佑太 前崎颯太朗

今村昌倫 小清水拓生 森拓也 石川絢介 栗岩伸之介 小作優太郎 田中備之

田中隆介 落合健太郎 渡邉悠太 梅田光将 浅原詢平 平山俊希 田村祐恭

権太圭吾 田村勇太 大内優輝 磯崎竜成 松下佳端 米澤司 小島凛久

羽澤慎治 吉本優太 長嶌俊佑 小玉陽希 山本康貴 坂本龍一 伊藤大起

伊藤竹秋 太田壮一郎 丸山優佑 挽野凌 金子俊 辻龍一 辰巳裕次郎

佐々木健吾 林春輝 有延一樹 大塚源太 鈴木義晴 平塚大雅 立石佳

成耀韓 春山慶太 伊藤龍佑 諸貫優人

本郷荘一朗 二見圭吾 尾原大成

小路博隆 増岡忠洋 佐野進太郎

菅谷拓郎 日置和暉 平出匠史

福田真大 田部智也 森泉太暉

甲斐直登 上川賢人

本玉卓

園田和也

平山浩大



国士舘A 国士舘B 国士舘C 駒澤A 駒澤B 埼玉A 埼玉B

小関太一 田代康介 寺園純眞 佐藤悠樹 井手岳彦 一山貴洋 村上元太郎

松本佳樹 加瀬毅 荒木陽太 蘭大輔 横濱圭亮 大石直槻 今橋充森

吉田海人 川上凛 相賀遥介 平林輝 渡辺将貴 新保裕人 中川涼太

石井智也 中野健志 嘉陽大宗 遠藤弘太郎 坂本映彗 澤田悠生 竹原裕貴

土屋京介 二瓶尋 大石将馬 中山樹 小松太一朗 落合響 和田健志

鮎川俊哉 鷲野真尋 根本翔 石橋成依 八郷克 佐々木猛 塙琉之介

中沢健太郎 清川龍之介 齋藤隼丈 内田涼太朗 末吉鼓太郎 佐藤大和 井口薫就

今西皓輝 高原裕輔 吉田響介 熊倉寛人 吉田拓郎 遠藤舜介

山下恭平 白石竜汰 鵜澤七海

日野勇人

田村迅

黒澤陸人

渡邉康二



首都大学東京 順天堂A 順天堂B 順天堂C 上智B 上智A 上武A

猪原進太 伊藤淳 笹月佑哉 佐野瑞樹 尾崎正敏 岡賢太郎 松浦洸祐

豊田武晴 加藤大暉 岩下紘士 砂原壮大 宇田川崇 白藤英祐 阿部祥大

石川大貴 中谷文哉 藤山昂也 根上拓也 柴田祥太郎 西山航平 金子宰文

山本大貴 湯田坂吾朗 田代大地 野田健斗 森山晋太郎 鏡原萌仁 桑野遼馬

矢挽拓歩 山田駿 臼井大貴 有門遼 内藤剛 斉藤裕大 高崎隆作

森山大輝 三井寛人 今村達哉 松永樹哉 内田夢十 森岡和希 米田利玖

中澤陸 落合康成 岩丸隼太郎 松下恭規 山口晏平 下田陽斗 三浦佑太

坂本魁 鈴木陵太 彦谷健太 横地郁哉 井川瑛介 高倉壮真 青木源

稲月翔吾 鐘江将輝 杵渕純平 三井優太

武政悠生

浜田優一

直地竜之介

荒井裕貴



上武B 上武C 駿河台 成蹊 成城A 専修A

加藤由暉 福島渓太 小山雄 宮本聖也 笠田大樹 高橋和宏

小山翔 石井暸太郎 佐野友紀 岩井佳月 依田隼斗 中村公宜

芳賀寛樹 佐藤孝弘 秋山皓紀 森皓輝 原田直 佐藤宇浩

須田勇輝 高村連 江崎久晃 松本臣平 會田純平 藤原大生

熊倉俊輔 上野山竜人 山田智也 藤川大輝 和田 葵海 上原裕矢

長谷川涼 濱本拳心 堀内友季紘 朝野賢大朗 高山元希 平林幸史郎

日熊丈瑠 福田朔也 相原宏亮 中村龍乃助 佐藤 樹 霜村良祐

馬路彬 笠原翔真 比嘉秀徳 宇於崎雄介 田島大輝

玉熊真伍 古市貴紀 松尾彗史

大和田淳 野沢大顕 若山裕貴

青木巧琳 松岡雄大 峰岸晃希

日高世開



専修B 創価A 高千穂 玉川 大東文化A 大東文化B

山本悠真 東亮佑 栗下 稜平 瀬戸山優大 北條匠 伊藤夏海

小林季生 石野孝祐 高橋 涼介 森一稀 佐藤壮汰 深澤健太

ディサナヤカ玲生 須山光輝 日野上 修太 堀内裕美 井伊柊輔 都築聖登

白坂蒼志 木村伸大 本田 航 高田尚吾 田沼祐樹 白石陸

吉田司 遠藤誠也 阿部 恵太   森義浩 佐藤元 植田直紀

高島嶺 下玉利幸二 南澤 和 柴田寛太 内山航 遠藤僚太

落石倫 鍵野佑介 奈良林 樹 茂呂徹哉 羽根岡駿 植村龍馬

高井雄之助 川口智也 嘉村 琉海 太田怜央 松浦岳瑛 竹内皓基

青木翔太朗 山田英一 長谷川 大地 大内瑛太 中村楓

種市竜也 塩田俊吾 峯田 悠生 安田稜 青山貴映

奈良部駿 玉手 健悟 大木優太 関口兼彰

竹内 陽 櫻田裕斗

山岡洋史

松下 文哉

吉田 良太郎

佐々木 隼



千葉A 千葉B 千葉商科A 千葉商科B 千葉商科C 筑波A 筑波B

藤枝正樹 三田知輝 須藤弘稀 上村一生 福富大生 加藤拓巳 松川陽也

北添健太 香川弘斗 篠崎泰良 鈴木勝利 福田遼 白出晶太郎 木俣健

川口大空 佐藤友暸 木本類 大木泰河 草野航一 脇坂直樹 野間駿太

小笠原章弘 小嶋祥矢 星聡仁 綿井郁弥 昆尚輝 大森匠 岸厚佑

川地恭輔 横山天斗 山口隼輝 麓翔太 野口慶太郎 片山樹 野中真陽

鄭宇恆 杉山隼平 野口泰希 菊地隼人 鈴木陸斗 白石洋隆 弘光慎太郎

鍵谷佑月 高橋貴生 伊東晃平 粟飯原昂輝 滝沢光太郎 高井敬太 高木駿太

荒木弓弦 石橋正風 田形諒平 出口達也

柴崎航平 仲原倫太郎 石榑元晴 宮嶋かまち

羽田幸祐 川橋勇太

中村天之丞



筑波C 帝京A 帝京B 東海A 東海B 東海C 東京

竹之内大輝 太田尋 浦部直 徳永慶伍 井本　涼介 在原大輔 大窪一功

大内慧 斎藤雄介 齋藤光輝 長谷川亮 後田凌佳 山田優樹 谷川斗真

野本大地 齋藤陽介 半谷旭飛 内倉鉄平 宮武響大 上田翔太 西野耀平

長谷川悠紀 齋藤涼太 安藤誠淑 石橋山河 宮崎陸太 若林龍 長澤達也

楠見空 山田凱斗 三上雄右 勝島陽希 藤野航大 渡辺聡馬 横田智之

近藤俊介 内野魁人 中村皓哉 山浦拓真 梶本拓実 田部井雅也 臼井大登

佐藤創太 田端優人 芳賀優樹 宮崎優作 山崎広耀 小室崇 池田和希

田野徹 鹿倉伶太 猪俣将太 白田航暉 満尾悠河 佐藤翔真 仲野太喜

松本澪 寺島翼 太田智宥 福永海斗 篠崎圭吾 紀村樹

五十崎佑馬 柳澤翼早 西原結

羽生竜聖 網中慧 篠崎亮輔

田邉智宏 矢崎巧 新井貴也

平口和真 大谷津颯人



東京B 東京C 東京外国語A 東京外国語B 東京工業 東京経済 東京国際A

堀内洸希 稲田瑞樹 尾口由希也 金井達也 漆原惇 秋山開成 桐山優也

六笠雄登 中澤悠悟 福井裕貴 森友冴 梅津大雅 加川大夢 渡辺悠史

山根大典 伊藤斉 川口龍平 木村啓介 大熊悠介 藤本雅也 山本響

大木俊之介 徳島誠士郎 田中凜 宮崎祐輔 近藤輔 水町準也 内藤琳央

神戸悠佑 後藤新平 細川暁史 織戸涼輔 千葉惇史 加々美勇規 田中大河

中根圭一 竹倉駿也 霜鳥譲太郎 庭野悠太 津屋拓海 川原陸 蝦名昴太

塚平渓太 山田晃佑 岩井惇一郎　 小河原聖矢 玉木健太 河野泰之 石島大輔

堀川大賀 山田寛生 松村颯希 吉田功汰 相原一樹

青柳雅大 片山緋亜之 住谷格生 奥村俊介

小野友暉 堀宏輔

川井晨傑

安東紀陽

杉本啓剛

日高時音

上原綾太

藤原快



東京国際B 東京国際C 東京農業A 東京農業B 東京理科A 東京理科B 東洋学園A

横山樺衣 熊崎稜也 本間凌太 平山雄 太田智也 井口諒 土屋董平

阿部祥太 渡辺祐希 山下大貴 金子一光 徳丸佳吾 杉田勝紀 相馬一輝

奥田直輝 田村丞 青木楓馬 千葉匠 藤澤海斗 渡邉和真 岡嶋敦

佐藤伸吾 齊藤康輝 篠崎慎 松本健太 永山聖也 関根敦也 西川和志

土田光 君野雄大 杉畠志治 小川直輝 田村圭一朗 木村友宣 鷲巣和哉

渡辺岳 茂木　駿一 高橋陽明 大和田駿 福澤健人 大野航 樋口貴也

有浦利起 渡辺匠 片野航 稲荷碩竜 澁谷紀重 岡野充 山本賢史郎

中澤優斗 額賀皓太郎 高野馨次 長谷川裕大 小河颯人 郡司龍美

小川凌 佐藤大耀 宮澤諒 城間裕太 黒田健斗

小野寺恭平 伊勢柾希 中村圭佑 神野空

會田拓海 相山浩志 小林凌輔

谷澤友亮 中馬真

水沼春貴 穴原隆人



東洋学園B 東洋大学A 獨協A 日本A 日本B 日本体育A 日本体育B

山辺崚平 辻野修太朗 大熊　篤規 橋川泰典 中村悠人 工藤弘基 井上勇気

篠塚一慶 安藤洋祐 立川伊織 野田樹力 大石卓和 上園祥平 高雄大和

岩本大輝 園原榛木 五味川　治斗 越村樹 福田和雅 澤岻祐太 金井智也

吉峯竜太 豊田玲於 三浦　大我 田口貴寛 村田龍紀 長谷川陽平 日髙汰一朗

青水遥佳 鳥越祐太 中山　穣二 本村豪基 熊野啓弥 山中海斗 伊藤優希

山浦麗斗 沼口雅樹 粟屋　雄稀 小林将大 二村賢人 森田健介 中村翼

白川貴之 藤井将貴 大野　慎平 河野翔 伊達佳佑 倉橋孟甫 鈴木龍斗

庄崎涼 浜田遼 森　捷宏 木本涼介 坂野唯 山田知宙 出井統

千綾滉輝 菅立樹 三輪　俊樹 池間昇太 五味駿一 森健太郎 青木智寛

佐藤陽 池田祐一 愛敬　廉 小川正統 木村亮介 伊藤隆 須崎洸介

木本和寿 松崎燿平 飯塚左京 宇佐美晶一 古山寛人

篠山在一 山上真人 加藤博夢 門馬翔太

野口将矢 李敏衡 天崎荘汰

髙木　陸 横田昂大 五味一貴

遠藤優介 原田江星

市田圭司 加藤潤

大田祥吾 山本瑛貴



日本体育C 一橋A 一橋B 一橋C 文教A 法政A 法政B

神園渉太 静谷勇作 瀬戸大祐 君和田俊平 板谷青鷹 岡垣光祐 西森渉馬

山崎一真 中村慧 本田大成 中元源太 川原幸輝 賀川稜太 加藤季樹

東昌弘 坂井幸憲 矢島優太 斎藤宏 内田圭亮 柚木武 岩崎敬一

西村篤裕 梢皓翔 片山蒼太 中野祐青 今井祥太 横尾淳司 中島啓吾

阿久津拓海 沢目宗一郎 村瀬飛遊 福田柊蔵 持田直樹 中川舜祐 山口貴大

高山大貴 和仁遼太 中野秀紀 林勇樹 竹野莞太 佐野有佑 米田圭佑

中村優希 飯塚透惟 山田晴人 佐原永悟 小野潤平 高清水研人 守屋達貴

関康憲 岩井寛雅 大野文也 森田湧介

古賀聖基 両徳一真 田中諒弥 齋藤皓介

川瀬元気 矢島淳揮

村田雄飛

楠原悠介

薮巧光

鈴木保貴

藤井俊吾



武蔵 武蔵野大学A 明海A 明治学院A 明治学院B 明星A 明星B

阿部宗一郎 桐田省吾 伊川　隆也 森崚成 玉井亮太 兼井良碩 光村雄樹

小畑慶樹 津金友人 中村　太河 深見翔大 布野陽己 安齋優弥 竹内悠貴

只腰真浩 小野颯馬 佐藤　瑠紺 瀬戸大河 森脇暉仁 渡邊昴希 青木柊太郎

澁谷豪 鵜澤智章 下岡　秀壽 飯田竜也 鷹野魁 西川大晴 天沼丈

平川洋好 太田玲王 平山亜貴 鈴木強司 佐竹奏良 加藤瑠士弥 伊藤直輝

石村真也 川口大輔 鈴木雄太 渡邉智己 三好伶弥 榊原将 加藤奨梧

日下拓哉 古茂田翔 横森元毅 砂川馨一郎 神保慧人 武内公希 佐藤栄祐

宮下歩季 小野十稀也 端山和俊 山口遼太郎 米元大輔 関田駿輔

粕谷優貴 宮田竜成 森井大晴



明星C 流通経済A 横浜国立A 横浜国立B 早稲田A 早稲田B

荻隼也 野村英作 小坂知正 中塚裕俊 木元風哉 千頭昇平

大村嘉伸 野中貴文 川崎哲平 布川諒一 田中優之介 藤井颯大

佐伯魁星 飛田蔵人 野田創太 本郷雅喜 樋口廣太郎 白石光

松岡凌太 矢吹一真 久保統 村木隼斗 藤井竣介 堀凌輔

橋詰勝 石山裕起 伊佐真太郎 山本陸 長倉謙伸 加藤翼

遠藤龍真 二五元友城 大山雅貴 井上航 武田直也 谷垣絢也

島倉秀典 関根悠登 堂園雅人 田中大智 武藤洸希 本多映好

清水吉郎 町田潤 野口修也 畠山尚 名越大地

高橋郁也 町田悠眞 宮原颯大 新井湧己 西原優輝

大和太仁 丹下将太 小久保蓮

渡部将伍 増田健吾

池田文隆 尾形健悟

小林大修


