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大学名 ナンバー 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年
735 津田　耕平 ﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 3
1170 森下　諒 ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳ 1
1200 三輪　崇伸 ﾐﾜ ﾀｶﾉﾌﾞ 3
14 田村　和希 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 3
17 鈴木　塁人 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ 1
25 梶谷　瑠哉 ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｭｳﾔ 2
29 小野田　勇次 ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 2
33 中村　友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 1
37 大越　望 ｵｵｺﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 3
38 竹石　尚人 ﾀｹｲｼ ﾅｵﾄ 1
40 永井　拓真 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ 1
43 森田　歩希 ﾓﾘﾀ ﾎﾏﾚ 2
55 富田　浩之 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾕｷ 2
67 吉永　竜聖 ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｭｳｾｲ 3
68 橋詰　大慧 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｲｾｲ 2
71 林　奎介 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 2
72 山田　滉介 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 2
84 吉田　祐也 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 1
98 近藤　修一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 3
126 貞永　隆佑 ｻﾀﾞﾅｶﾞ ﾘｭｳｽｹ 3
139 生方　敦也 ｳﾌﾞｶﾀ ｱﾂﾔ 1
153 中根　滉稀 ﾅｶﾈ ｺｳｷ 1
154 橋間　貴弥 ﾊｼﾏ ﾀｶﾔ 2
155 植村　拓未 ｳｴﾑﾗ ﾀｸﾐ 1
157 花田　凌一 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 1
179 石川　優作 ｲｼｶﾜ ﾕｳｻｸ 3
323 松田　岳大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 2
435 田辺　浩司 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 1
508 木村　光佑 ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 2
573 小野塚　久弥 ｵﾉﾂﾞｶ ﾋｻﾔ 2
633 花輪　瑞貴 ﾊﾅﾜ ﾐｽﾞｷ 1
650 上村　臣平 ｳｴﾑﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 1
656 仲　正太郎 ﾅｶ ｼｮｳﾀﾛｳ 1
1028 谷野　航平 ﾔﾉ ｺｳﾍｲ 1
116 加藤　風磨 ｶﾄｳ ﾌｳﾏ 3
238 佐々木　直人 ｻｻｷ ﾅｵﾄ 3
258 梅本　龍太 ｳﾒﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 2
286 山本　雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 3
310 西村　涼 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ 2
327 関根　諒 ｾｷﾈ ﾘｮｳ 3
349 今関　拳人 ｲﾏｾﾞｷ ｹﾝﾄ 3
364 古川　舜 ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝ 2
380 上土井　雅大 ｶﾐﾄﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 1
391 芝　陽盛 ｼﾊﾞ ﾊﾙﾓﾘ 3
393 横田　大地 ﾖｺﾀ ﾀﾞｲﾁ 2
397 武　雄介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 2
439 服部　純哉 ﾊｯﾄﾘ ｽﾐﾔ 3
452 田﨑　聖良 ﾀｻｷ ｾｲﾗ 1
456 山口　明津也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂﾔ 2
463 池田　隼 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 3
482 市川　拓 ｲﾁｶﾜ ﾀｸ 2
600 有谷　昭宏 ｱﾘﾔ ｱｷﾋﾛ 3
601 浦野　薫瑠 ｳﾗﾉ ｶｵﾙ 2
609 石飛　貴啓 ｲｼﾄﾋﾞ ﾀｶﾋﾛ 2
663 宮本　凌 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳ 1
667 鹿居　二郎 ｼｶｲ ｼﾞﾛｳ 1
687 田巻　直也 ﾀﾏｷ ﾅｵﾔ 2
701 秋山　知愛 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾁｶ 3
737 小室　俊貴 ｺﾑﾛ ﾄｼｷ 1
813 酒井　海里 ｻｶｲ ｶｲﾘ 3
817 西澤　広太 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾀ 1
839 川村　耕平 ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾍｲ 3

愛知教育大学

青山学院大学

亜細亜大学
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854 伊藤　維基 ｲﾄｳ ﾂﾅｷ 3
864 星　達人 ﾎｼ ｲﾀﾙ 2
869 唐澤　邑歩 ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾎ 2
978 須佐　裕也 ｽｻ ﾕｳﾔ 1
979 六本木　敦輝 ﾛｯﾎﾟﾝｷﾞ ｱﾂｷ 1
1003 河野辺　祐貴 ｶﾜﾉﾍﾞ ﾕｳｷ 3
1014 乾　碩 ｲﾇｲ ｽｸﾞﾙ 2
1024 郷原　仁成 ｺﾞｳﾊﾗ ﾋﾄﾅﾘ 1
1092 渡辺　大地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 2
1108 山本　裕二 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 1
1114 角田　魁仁 ﾂﾉﾀﾞ ｶｲﾄ 2
1117 服部　雅也 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾔ 1
1118 荒木　賢 ｱﾗｷ ｻﾄｼ 1
1120 管野　隆一 ｶﾝﾉ ﾘｭｳｲﾁ 1
1221 天沼　拓也 ｱﾏﾇﾏ ﾀｸﾔ 1
1364 立石　拓海 ﾀﾃｲｼ ﾀｸﾐ 1
766 小野　隼太 ｵﾉ ｼｭﾝﾀ 3
1201 長谷川　大輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 4
1366 中里　純也 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 1
1367 本田　崚 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳ 1
322 小高　真基 ｺﾀﾞｶ ﾅｵｷ 3
561 田部　幹也 ﾀﾅﾍﾞ ﾐｷﾔ 2
614 坂田　光 ｻｶﾀ ｱｷﾗ 1
717 安西　亮介 ｱﾝｻﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 2
724 仲原　圭亮 ﾅｶﾊﾗ ｹｲｽｹ 1
725 星　喬暁 ﾎｼ ﾀｶｱｷ 3
727 古川　正裕 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 1
828 南　裕也 ﾐﾅﾐ ﾕｳﾔ 3
830 吉川　健真 ﾖｼｶﾜ ｹﾝｼﾝ 3
846 阿川　大祐 ｱｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 1
866 石川　純平 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 3
878 田中　智貴 ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ 2
880 佐藤　拓巳 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 1
924 菅原　宙斗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 3
926 高橋　啓 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 3
927 嶋津　颯太 ｼﾏﾂﾞ ｿｳﾀ 2
944 冨田　寛治 ﾄﾐﾀ ｶﾝｼﾞ 3
951 萬上　和海 ﾏﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾐ 3
957 森　駿太 ﾓﾘ ｼｭﾝﾀ 2
958 南　拓哉 ﾐﾅﾐ ﾀｸﾔ 3
1002 小橋　新 ｺﾊﾞｼ ｱﾗﾀ 1
1040 三留　大貴 ﾐﾄﾒ ﾋﾛｷ 1
1056 和田　海希 ﾜﾀﾞ ｶｲｷ 3
1104 岩田　尚大 ｲﾜﾀ ﾀｶﾋﾛ 1
1115 宮崎　柔之介 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭｳﾉｽｹ 1
1134 笠井　勇馬 ｶｻｲ ﾕｳﾏ 2
1150 岡野　文哉 ｵｶﾉ ﾌﾐﾔ 1
1212 川島　恵一 ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 1
1348 松本　凌真 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 1
1082 孫田　礼人 ﾏｺﾞﾀ ｱﾔﾄ 4
1291 大野　一平 ｵｵﾉ ｲｯﾍﾟｲ 3
748 福田　純一 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1
922 上田　真也 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾔ 2
572 藤山　悠斗 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ 3
611 古井　雅也 ﾌﾙｲ ﾏｻﾔ 2
685 能勢　浩介 ﾉｾ ｺｳｽｹ 3
703 塚本　裕也 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 2
788 伊吹　崚汰 ｲﾌﾞｷ ﾘｮｳﾀ 1
803 山本　篤志 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 1
833 福島　力人 ﾌｸｼﾏ ﾘｷﾄ 3
850 福井　智也 ﾌｸｲ ﾄﾓﾔ 2
945 水谷　航太 ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳﾀ 2
984 松本　卓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 3

桜美林大学

大阪学院大学

大阪大学

茨城大学

亜細亜大学

大阪経済大学
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1017 山口　祐太 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 1
1079 西川　佳汰 ﾆｼｶﾜ ｹｲﾀ 2
1320 松延　泰志 ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾀｲｼ 2

岡山大学 1275 福井　将貴 ﾌｸｲ ﾏｻｷ 2
沖縄国際大学 652 外間　勇太 ﾎｶﾏ ﾊﾔﾀ 2

544 藤村　章太 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｮｳﾀ 3
875 曲直瀬　生 ﾏﾅｾ ｲｸﾙ 3
902 土門　将輔 ﾄﾞﾓﾝ ｼｮｳｽｹ 1
921 岡田　朗人 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾄ 3
1051 坂根　大悟 ｻｶﾈ ﾀﾞｲｺﾞ 4
1078 野田　俊輔 ﾉﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 2
1135 中島　幸蔵 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｿﾞｳ 1
1168 田代　壮馬 ﾀｼﾛ ｿｳﾏ 1
1178 伊川　雄一朗 ｲｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 3
1186 高山　寛史 ｺｳﾔﾏ ﾋﾛｼ 3
1333 今村　祐太 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ 2
1341 土橋　浩夢 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾑ 3
1351 寺本　夏詞 ﾃﾗﾓﾄ ﾅﾂｼ 1
19 鈴木　健吾 ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ 3
145 多和田　涼介 ﾀﾜﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 2
176 秋澤　啓尚 ｱｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾅｵ 3
234 枝村　高輔 ｴﾀﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ 3
235 西田　秀人 ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳﾄ 3
280 杉　優一郎 ｽｷﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 2
294 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 2
352 安藤　駿 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 1
374 田中　翔太 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 2
379 安田　共貴 ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 1
392 徳川　稜太 ﾄｸｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 2
420 辻岡　啓吾 ﾂｼﾞｵｶ ｹｲｺﾞ 1
451 日野　志朗 ﾋﾉ ｼﾛｳ 1
562 鈴木　奏太朗 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀﾛｳ 2
918 柳澤　航希 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 1
1054 宮崎　大輝 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｷ 3
1069 木村　昴暉 ｷﾑﾗ ｺｳｷ 1
1269 吉本　智貴 ﾖｼﾓﾄ ﾄﾓｷ 3
1271 中田　祐貴 ﾅｶﾀ ﾕｳｷ 3
1310 小林　直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 2

金沢工業大学 1177 樋熊　俊太 ﾋｸﾞﾏ ｼｭﾝﾀ 1
鹿屋体育大学 417 森下　誠実 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾐ 4

241 米澤　玲 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｷﾗ 4
267 菊池　航平 ｷｸﾁ ｺｳﾍｲ 2
290 岡田　和樹 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 3
363 佃　一樹 ﾂｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ 1
404 山口　晃平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 3
453 土肥　祐貴 ﾄﾞﾋ ﾕｳｷ 2
478 北井　智大 ｷﾀｲ ﾄﾓﾋﾛ 3
523 仲井　賢太 ﾅｶｲ ｹﾝﾀ 3
525 草野　魁叶 ｸｻﾉ ｶｲﾄ 2
536 中村　祐介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 2
729 下野　稜平 ｼﾓﾉ ﾘｮｳﾍｲ 1
76 野中　優志 ﾉﾅｶ ﾏｻｼ 3
212 松井　政洋 ﾏﾂｲ ﾏｻﾋﾛ 3
237 藤原　直樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 3
440 石井　優樹 ｲｼｲ ﾕｳｷ 1
472 小嶋　一魁 ｺｼﾞﾏ ｲｯｶｲ 2
486 野田　周吾 ﾉﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 3
576 坂東　剛 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 2
755 川島　貴哉 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾔ 1
786 藤井　大輔 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 1
974 富崎　弘郁 ﾄﾐｻﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 1
253 田島　光 ﾀｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 2
401 米　奎亮 ﾖﾈ ｹｲｽｹ 3

学習院大学

神奈川大学

金沢大学

関西大学

関西学院大学

大阪経済大学

関東学院大学
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468 山本　旺輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 1
494 関口　大樹 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲｷ 1
496 安達　駿 ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝ 1
498 小泉　慶太 ｺｲｽﾞﾐ ｹｲﾀ 3
502 柿田　直輝 ｶｷﾀﾞ ﾅｵｷ 3
739 河本　英樹 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 2
762 増田　純平 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 1
764 横田　拓海 ﾖｺﾀ ﾀｸﾐ 2
767 木口　航太 ｷｸﾞﾁ ｺｳﾀ 2
779 桑山　敏哉 ｸﾜﾔﾏ ﾄｼﾔ 1
782 松下　惇平 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 3
1032 柴崎　瑞貴 ｼﾊﾞｻｷ ﾐｽﾞｷ 1
1156 矢野　裕之 ﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ 3
955 松本　啓明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 1
1021 竹澤　想大 ﾀｹｻﾞﾜ ｿｳﾀ 2
1205 藤田　宗 ﾌｼﾞﾀ ｿｳ 3
1339 南雲　大暉 ﾅｸﾞﾓ ﾋﾛｷ 1
297 柴田　裕平 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾍｲ 3
886 谷口　博紀 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 2
1095 原田　麟太郎 ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 1
1213 足立　大宜 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｷ 3
51 寺西　雅俊 ﾃﾗﾆｼ ﾏｻﾄｼ 4
105 奥村　杏平 ｵｸﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 3
298 島田　将志 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 3
300 日下　聖也 ｸｻｶ ｾｲﾔ 2
402 元木　駿介 ﾓﾄｷ ｼｭﾝｽｹ 3
427 小原　秀斗 ｵﾊﾗ ｼｭｳﾄ 2
510 上地　悠透 ｶﾐｼﾞ ﾕｳﾄ 3
771 永山　周輝 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｭｳｷ 3
793 兵頭　喜基 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾖｼｷ 2
796 河合　洋介 ｶﾜｲ ﾖｳｽｹ 2
1157 川端　寛己 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ 2
373 根岸　祐太 ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 2
668 大木　康生 ｵｵｷ ｺｳｾｲ 3
705 下川　唯布輝 ｼﾓｶﾜ ｲﾌﾞｷ 3
840 藤井　一樹 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ 3
842 永野　裕也 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾔ 2
946 前表　幸作 ﾏｴｵﾓﾃ ｺｳｻｸ 3
1016 榎本　悠希 ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｷ 4
1031 佐伯　拓海 ｻｴｷ ﾀｸﾐ 2
1044 永井　翔 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳ 3
1053 高橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 3
1116 田島　爽也 ﾀｼﾞﾏ ｻﾜﾔ 1
1164 近森　洋哉 ﾁｶﾓﾘ ﾋﾛﾔ 4
1206 渡邊　亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 2
1224 小杉　岬生 ｺｽｷﾞ ﾐｻｷ 3
1244 寺本　有佑 ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳｽｹ 2
1257 野村　樹生 ﾉﾑﾗ ﾀﾂｷ 1
1263 前澤　勇雅 ﾏｴｻﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 1
1274 慶野　有輝 ｹｲﾉ ﾕｳｷ 2
1277 高木　一成 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞｱｷ 3
1309 西谷　泰介 ﾆｼﾀﾆ ﾀｲｽｹ 4
1327 松下　凌士 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳｼﾞ 1
1353 木村　太一 ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ 1
465 新美　健 ﾆｲﾐ ｹﾝ 1
509 平野　恵大 ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾋﾛ 1
853 高安　一誠 ﾀｶﾔｽ ｲｯｾｲ 2
49 國澤　優志 ｸﾆｻﾜ ﾕｳｼ 3
59 向　晃平 ﾑｶｲ ｺｳﾍｲ 3
86 内田　健太 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀ 3
95 磯邉　翔太 ｲｿﾍﾞ ｼｮｳﾀ 3
102 渡邉　貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 3
107 軸屋　健 ｼﾞｸﾔ ﾀｹﾙ 3

京都大学

近畿大学

皇學館大学

北里大学

関東学院大学

國學院大學

京都産業大学

慶應義塾大学
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エントリー一覧【五十音順】
2017年1月27日

129 土方　英和 ﾋｼﾞｶﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 1
133 浦野　雄平 ｳﾗﾉ ﾕｳﾍｲ 1
137 芹澤　昭紀 ｾﾘｻﾞﾜ ｱｷｶｽﾞ 2
164 熊耳　智貴 ｸﾏｶﾞﾐ ﾉﾘｷ 3
184 稲毛　暉斗 ｲﾅｹﾞ ｱｷﾄ 1
186 小田　智哉 ｺﾀﾞ ﾄﾓﾔ 3
221 蜂屋　瑛拡 ﾊﾁﾔ ｱｷﾋﾛ 2
226 江島　崚太 ｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 2
259 小中　駿祐 ｺﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 2
264 青木　祐人 ｱｵｷ ﾕｳﾄ 1
274 河野　敢太 ｶﾜﾉ ｶﾝﾀ 3
275 松永　拓馬 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾏ 3
321 長谷　勇汰 ﾊｾ ﾕｳﾀ 2
331 菅家　希来 ｶﾝｹ ｷﾗ 2
336 田代　恭一 ﾀｼﾛ ｷｮｳｲﾁ 3
416 中山　貴裕 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 2
433 山田　樹 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 3
491 稲田　峻大 ｲﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 1
636 小杉　恒太 ｺｽｷﾞ ｺｳﾀ 1
642 田中　義己 ﾀﾅｶ ﾖｼｷ 1
659 川崎　黎哉 ｶﾜｻｷ ﾚｲﾔ 2
754 山﨑　竜輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳｷ 1
981 多田　陽紀 ﾀﾀﾞ ﾊﾙｷ 2
882 露木　翔太 ﾂﾕｷ ｼｮｳﾀ 2
939 川島　拓真 ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾏ 1
959 竹田　魁人 ﾀｹﾀﾞ ｶｲﾄ 3
1182 新城　航 ｼﾝｼﾞｮｳ ｺｳ 1
1198 込山　泰基 ｺﾐﾔﾏ ﾀｲｷ 1
1282 真部　春希 ﾏﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 2
1340 波平　健太郎 ﾅﾐﾋﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 2
1344 酒井　正太 ｻｶｲ ｼｮｳﾀ 1
1371 加藤　伊織 ｶﾄｳ ｲｵﾘ 1
113 戸澤　奨 ﾄｻﾜ ｼｮｳ 2
127 三田　眞司 ﾐﾀ ｼﾝｼﾞ 3
131 住吉　秀昭 ｽﾐﾖｼ ﾋﾃﾞｱｷ 2
140 多喜端　夕貴 ﾀｷﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 2
190 本多　将貴 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｷ 3
305 谷村　亮太 ﾀﾆﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 3
314 辻田　拓真 ﾂｼﾞﾀ ﾀｸﾏ 3
315 八巻　雄飛 ﾔﾏｷ ﾕｳﾄ 3
325 岩崎　俊希 ｲﾜｻｷ ﾄｼｷ 3
334 内山　武 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹﾙ 2
387 福田　有馬 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾏ 1
526 石川　智康 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔｽ 1
538 守屋　太貴 ﾓﾘﾔ ﾀｲｷ 3
550 高田　直也 ﾀｶﾀ ﾅｵﾔ 2
558 中西　航軌 ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ 3
564 石川　大和 ｲｼｶﾜ ﾔﾏﾄ 2
581 星川　賢二郎 ﾎｼｶﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ 3
587 近藤　航 ｺﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 3
699 星野　純希 ﾎｼﾉ ﾖｼｷ 2
702 藤江　千紘 ﾌｼﾞｴ ﾁﾋﾛ 2
704 亀山　雄一 ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 2
746 濱田　錬 ﾊﾏﾀﾞ ﾚﾝ 1
806 簗田　正之助 ﾔﾅﾀﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 3
815 黒崎　祐司 ｸﾛｻｷ ﾕｳｼﾞ 3
820 米川　慧 ﾖﾈｶﾜ ｹｲ 3
822 大野　力 ｵｵﾉ ﾁｶﾗ 2
823 浅海　快斗 ｱｻﾐ ｶｲﾄ 3
827 太田　祥平 ｵｵﾀ ｼｮｳﾍｲ 3
829 小林　将太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 1
837 鯨井　裕貴 ｸｼﾞﾗｲ ﾕｳｷ 3
848 鼡田　章宏 ﾈｽﾞﾐﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 1

国際武道大学

國學院大學

国士舘大学
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エントリー一覧【五十音順】
2017年1月27日

849 大西　彰 ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ 1
925 平松　颯馬 ﾋﾗﾏﾂ ﾌｳﾏ 1
928 中村　耕司 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 3
964 加藤　雄平 ｶﾄｳ ﾕｳﾍｲ 1
1006 星　宇宙 ﾎｼ ﾋﾛｼ 1
1037 佐藤　弥優 ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 1
1050 星野　全輝 ﾎｼﾉ ﾏｻｷ 2
1076 小森　潤哉 ｺﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 1
1102 伊藤　幹太 ｲﾄｳ ｶﾝﾀ 1
1123 杉本　恭吾 ｽｷﾞﾓﾄ ｷｮｳｺﾞ 1
1171 髙橋　勇成 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｾｲ 2
1185 工藤　海良 ｸﾄﾞｳ ｶｲﾗ 2
1214 黒崎　大地 ｸﾛｻｷ ﾀﾞｲﾁ 1
1223 小室　駿也 ｺﾑﾛ ｼｭﾝﾔ 1
1252 木部　俊介 ｷﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 1
1330 青柳　泰河 ｱｵﾔｷﾞ ﾀｲｶﾞ 1
12 工藤　有生 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｷ 3
28 下　史典 ｼﾓ ﾌﾐﾉﾘ 2
35 物江　雄利 ﾓﾉｴ ｶﾂﾄｼ 2
39 片西　景 ｶﾀﾆｼ ｹｲ 2
106 堀合　大輔 ﾎﾘｱｲ ﾀﾞｲｽｹ 2
130 川戸　拓海 ｶﾜﾄ ﾀｸﾐ 3
149 山口　優希 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 2
151 中村　大聖 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 1
152 中村　大成 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 1
156 大坪　桂一郎 ｵｵﾂﾎﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 1
159 海老沢　太郎 ｴﾋﾞｻﾜ ﾀﾛｳ 2
161 中西　亮貴 ﾅｶﾆｼ ﾘｷ 3
350 山下　一貴 ﾔﾏｼﾀ ｲﾁﾀｶ 1
388 佐々木　聖和 ｻｻｷ ｷﾖﾀｶ 1
1368 原嶋　渓 ﾊﾗｼﾏ ｹｲ 1
769 小野寺　涼 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳ 3
1019 林田　祥志 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 2
1047 秋元　皓志 ｱｷﾓﾄ ｺｳｼ 2
1228 長谷川　季樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｷ 2
1238 入部　航介 ｲﾙﾍﾞ ｺｳｽｹ 2
1249 白石　将也 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾔ 3
1292 佐藤　凌 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 1
1305 斉藤　直岐 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐﾁ 3
1372 工藤　海 ｸﾄﾞｳ ｶｲ 3
1373 町田　勢芽 ﾏﾁﾀﾞ ｾｲｶﾞ 1
986 山川　莞介 ﾔﾏｶﾜ ｶﾝｽｹ 2
1106 奈良　府哉 ﾅﾗ ｸﾘﾔ 2
1127 武藤　光治 ﾑﾄｳ ｺｳｼﾞ 2
1133 濱野　遼 ﾊﾏﾉ ﾘｮｳ 1
1151 橋場　赴太 ﾊｼﾊﾞ ﾊﾔﾀ 3
1153 木下　優斗 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ 2

サレジオ工業高等専門学校 1360 山賀　雅人 ﾔﾏｶﾞ ﾏｻﾄ 4
1065 中山　峻弥 ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 1
1158 茂木　篤 ﾓｷﾞ ｱﾂｼ 2
1192 織原　海人 ｵﾘﾊﾗ ｶｲﾄ 2
1255 和田　友祐 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 1

至誠館大学 950 河根　拓哉 ｶﾜﾈ ﾀｸﾔ 3
219 矢澤　健太 ﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 3
618 齊藤　洸太郎 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 3
683 笹谷　啓太 ｻｻﾔ ｹｲﾀ 2
722 増田　勇太 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 3
761 名取　恭平 ﾅﾄﾘ ｷｮｳﾍｲ 3
893 河井　大晟 ｶﾜｲ ﾀｲｾｲ 1
943 三木　海刀 ﾐｷ ｶｲﾄ 1
1245 石橋　尚樹 ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵｷ 1
1347 松元　達郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ 1

首都大学東京 1136 國分　巌 ｺｸﾌﾞ ｲﾜｵ 4

札幌学院大学

静岡大学

芝浦工業大学

駒澤大学

埼玉大学

国士舘大学
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エントリー一覧【五十音順】
2017年1月27日

1146 川島　僚雄 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾕｳ 2
1169 石川　将貴 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 2
1237 阪本　豊 ｻｶﾓﾄ ﾕﾀｶ 1
1242 高橋　巧 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 1
1316 川元　留輝 ｶﾜﾓﾄ ﾘｭｳｷ 3
1346 鶴田　智之 ﾂﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 2
1395 吉田　陸人 ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾄ 1
21 塩尻　和也 ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 2
24 花澤　賢人 ﾊﾅｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 3
66 森　湧暉 ﾓﾘ ﾕｳｷ 4
87 栃木　渡 ﾄﾁｷﾞ ﾜﾀﾙ 3
125 野田　一輝 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 1
136 難波　皓平 ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾍｲ 1
231 江口　智耶 ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 2
254 吉岡　幸輝 ﾖｼｵｶ ｺｳｷ 2
256 金原　弘直 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾋﾛﾅｵ 2
271 馬場　スタン恵 ﾊﾞﾊﾞ ｽﾀﾝｹｲ 2
282 小林　聖 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 2
285 飯野　汰一 ｲｲﾉ ﾀｲﾁ 3
287 橋本　龍一 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 1
296 鈴木　雄人 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 1
319 福嶋　優人 ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾄ 3
378 藤曲　寛人 ﾌｼﾞﾏｶﾞﾘ ﾋﾛﾄ 1
384 小畠　隆太郎 ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭﾀﾛｳ 1
413 山田　航 ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 2
428 山田　攻 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳ 2
462 城西　廉 ｼﾞｮｳｻｲ ﾚﾝ 3
488 森　優太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 1
499 香月　翔太 ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ 1
506 平川　貴稀 ﾋﾗｶﾜ ﾀｶｷ 1
513 髙林　遼哉 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 1
514 永島　龍 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｭｳ 2
520 山根　農広 ﾔﾏﾈ ｱﾂﾋﾛ 3
583 新　涼汰 ｼﾝ ﾘｮｳﾀ 3
695 中村　陵介 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 3
698 遠藤　太貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ 3
745 小阪　竜也 ｺｻｶ ﾀﾂﾔ 1
751 續木　悠也 ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 2
772 宮原　大成 ﾐﾔﾊﾗ ﾀｲｾｲ 3
784 黒柳　宏暢 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 1
859 川東　慶之 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾖｼﾕｷ 3
888 笠井　孝洋 ｶｻｲ ﾀｶﾋﾛ 2
368 福島　研二 ﾌｸｼﾏ ｹﾝｼﾞ 3
471 宍戸　公紀 ｼｼﾄﾞ ﾏｻｷ 2
473 下山　敦也 ｼﾓﾔﾏ ｱﾂﾔ 3
743 中山　将 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳ 3
768 新立　竜ノ介 ｼﾝﾀﾞﾃ ﾘｭｳﾉｽｹ 1
795 若宮　良 ﾜｶﾐﾔ ﾘｮｳ 3
805 佐々木　捷 ｻｻｷ ｻﾄｼ 1
904 吉田　達哉 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 1
1147 荒井　洸佑 ｱﾗｲ ｺｳｽｹ 1
1396 植田　一貴 ｳｴﾀ ｲﾂｷ 3
1397 岡部　豊 ｵｶﾍﾞ ﾕﾀｶ 3
1398 君島　颯太 ｷﾐｼﾏ ﾊﾔﾄ 2
1399 本間　和樹 ﾎﾝﾏ ｶｽﾞｷ 1
57 西嶋　雄伸 ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳｼﾝ 1
58 中舎　優也 ﾅｶｼｬ ﾏｻﾔ 3
70 大石　巧 ｵｵｲｼ ﾀｸﾐ 2
78 菅　真大 ｶﾝ ﾏｻﾋﾛ 3
82 酒井　雅喜 ｻｶｲ ﾏｻﾖｼ 3
83 山本　竜也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 3
118 金子　元気 ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ 2
165 服部　潤哉 ﾊｯﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 2

順天堂大学

順天堂大学

松蔭大学

首都大学東京

城西大学
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エントリー一覧【五十音順】
2017年1月27日

174 中原　佑仁 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 1
188 舘脇　勇助 ﾀﾃﾜｷ ﾕｳｽｹ 3
200 大久保　泰貴 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｲｷ 3
204 峐下　拓斗 ﾊｹﾞｼﾀ ﾀｸﾄ 2
251 中谷　貴弘 ﾅｶﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ 1
340 工藤　来輝 ｸﾄﾞｳ ﾗｲｷ 3
365 鈴木　勝彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 2
366 吉川　幸紀 ｷｶﾜ ｺｳｷ 1
376 佐藤　史弥 ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ 3
377 佐藤　忠俊 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾄｼ 1
395 宮澤　真太 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾝﾀ 1
409 関口　拓磨 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 2
419 佐藤　孝則 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 3
431 原田　建史朗 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 1
436 伊藤　大喜 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 1
445 麻生　勇介 ｱｿｳ ﾕｳｽｹ 1
446 佐藤　亜星 ｻﾄｳ ｱｾｲ 2
479 青山　拓朗 ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 2
489 福浦　晶太 ﾌｸｳﾗ ｼｮｳﾀ 1
501 荻久保　寛也 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ 1
507 長沼　大智 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ 2
524 佐竹　和也 ｻﾀｹ ｶｽﾞﾔ 3
534 原　謙二郎 ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 3
775 栗屋　直斗 ｸﾘﾔ ﾅｵﾄ 1
778 久保田　法教 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ 2
891 丹羽　亮太 ﾆﾜ ﾘｮｳﾀ 1
895 猿田　篤 ｻﾙﾀ ｱﾂｼ 3
624 外山　正一郎 ｿﾄﾔﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 3
834 鈴木　恵介 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 4
883 小関　将之 ｺｾｷ ﾏｻﾕｷ 2
1059 山森　魁人 ﾔﾏﾓﾘ ｶｲﾄ 3
1060 飯田　豊 ｲｲﾀﾞ ﾕﾀｶ 1
1085 齋藤　匠吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 2
1087 井上　卓哉 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ 1
1090 山下　晃一朗 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 1
1278 間宮　馨 ﾏﾐﾔ ｶｵﾙ 3
1279 石井　稀大 ｲｼｲ ｷﾀﾞｲ 2
1338 宇仁菅　啓 ｳﾆｽｶﾞ ｹｲ 4
1363 千田　健介 ﾁﾀﾞ ｹﾝｽｹ 1
117 森田　清貴 ﾓﾘﾀ ｷﾖﾀｶ 4
192 吉田　貢 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾑ 3
199 松村　修平 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 3
216 松下　恭一郎 ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 2
217 弘光　伶次 ﾋﾛﾐﾂ ﾚｲｼﾞ 3
222 佐藤　駿也 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 3
223 淵　喜輝 ﾌﾁ ﾖｼｷ 2
233 関　佑斗 ｾｷ ﾕｳﾄ 2
311 山岸　広海 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛｳﾐ 3
328 小林　淳輝 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 3
332 中　泰斗 ﾅｶ ﾔｽﾄ 3
345 大森　樹 ｵｵﾓﾘ ｲﾂｷ 2
347 橋立　旋 ﾊｼﾀﾞﾃ ﾒｸﾞﾙ 1
449 鈴木　寛英 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾃﾞ 2
459 鴨川　源太 ｶﾓｶﾞﾜ ｹﾞﾝﾀ 1
461 高瀬　翔太 ﾀｶｾ ｼｮｳﾀ 3
474 関　稜汰 ｾｷ ﾘｮｳﾀ 2
476 川原　巧 ｶﾜﾊﾗ ﾀｸﾐ 1
517 窄頭　正樹 ｻｺｶﾞｼﾗ ﾏｻｷ 3
518 佐々木　守 ｻｻｷ ﾏﾓﾙ 1
535 高田　俊太 ﾀｶﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 2
613 熊倉　優介 ｸﾏｸﾗ ﾕｳｽｹ 2
645 梅田　聖史朗 ｳﾒﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 2
646 岡山　翼 ｵｶﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 1

城西大学

上智大学

上武大学

8



第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会

エントリー一覧【五十音順】
2017年1月27日

657 渡辺　敦也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾔ 2
666 武田　貫誠 ﾀｹﾀﾞ ｶﾝｾｲ 1
686 塩川　香弥 ｼｵｶﾜ ｺｳﾔ 3
741 石井　僚 ｲｼｲ ﾘｮｳ 2
760 小林　力斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｷﾄ 3
897 有働　巧基 ｳﾄﾞｳ ｺｳｷ 2
975 斎藤　優 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 1
976 北脇　庄之佑 ｷﾀﾜｷ ｼｮｳﾉｽｹ 1
994 寒河江　璃矩 ｻｶﾞｴ ﾘｸ 1
995 佐藤　顕聖 ｻﾄｳ ｹﾝｾｲ 2
1000 渡辺　大智 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 1
1008 島津　達洋 ｼﾏｽﾞ ﾀﾂﾋﾛ 1
1025 廣瀬　貴明 ﾋﾛｾ ﾀｶｱｷ 2
1093 野上　蓮 ﾉｶﾞﾐ ﾚﾝ 2
1132 石井　智大 ｲｼｲ ﾁﾋﾛ 1
1144 新井　大洋 ｱﾗｲ ﾀｲﾖｳ 2
697 五十嵐　大義 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｲｷﾞ 3
763 古山　雄一郎 ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 2
865 河合　崇成 ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 3
980 谷津　穂高 ﾔﾂ ﾎﾀｶ 2
1026 野部　勇貴 ﾉﾍﾞ ﾕｳｷ 1
1063 田中　大輝 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 3
1070 齋藤　亮弥 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾔ 2
1184 吉川　昇吾 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 3
1217 塚原　和人 ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 1
1290 堀部　裕矢 ﾎﾘﾍﾞ ﾕｳﾔ 3
1356 大宅　剛生 ｵｵﾀｸ ｺｳｷ 1
346 河口　昂平 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 3
353 西沢　晃佑 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 2
355 岩嵜　誠 ｲﾜｻｷ ﾏｺﾄ 3
530 馬場　凌太 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 1
615 藤岡　勇樹 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｷ 3
620 弥久保　亮太 ﾔｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ 2
622 鈴木　侑太朗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 3
627 親﨑　達朗 ｵﾔｻﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 3
718 寄木　康弘 ﾖﾘｷ ﾔｽﾋﾛ 3
742 木村　亮汰 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 3
790 永沼　慶己 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｷ 3
841 高桑　昂平 ﾀｶｸﾜ ｺｳﾍｲ 3
847 高橋　将平 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 2
899 西本　祐太 ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 1
903 内宮　寛文 ｳﾁﾐﾔ ﾋﾛﾌﾐ 2
969 福谷　駿 ﾌｸﾀﾆ ﾊﾔﾄ 1
977 高橋　亮磨 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾏ 2
1013 安間　翔梧 ﾔｽﾏ ｼｮｳｺﾞ 1
1027 兼好　優馬 ｶﾈﾖｼ ﾕｳﾏ 2
1038 仲根　悠貴 ﾅｶﾈ ﾕｳｷ 1
1096 赤澤　篤 ｱｶｻﾞﾜ ｱﾂｼ 3
1107 我那覇　翔 ｶﾞﾅﾊ ｼｮｳ 3
1112 流田　直希 ﾅｶﾞﾚﾀﾞ ﾅｵｷ 1
1138 茂戸藤　将司 ﾓﾄﾌｼﾞ ﾏｻｼ 1
1141 仙田　昴 ｾﾝﾀﾞ ｽﾊﾞﾙ 1
1143 杵淵　純也 ｷﾈﾌﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 2
1304 島岡　知輝 ｼﾏｵｶ ﾁｱｷ 1
1400 三澤　大希 ﾐｻﾜ ﾀﾞｲｷ 3
1401 下野　亮太 ｼﾓﾉ ﾘｮｳﾀ 2
1402 田村　健 ﾀﾑﾗ ﾀｹﾙ 2
1139 作美　祐介 ｻｸﾐ ﾕｳｽｹ 2
1142 島袋　健太郎 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｹﾝﾀﾛｳ 3
1232 御厨　知磨 ﾐｸﾘﾔ ｶｽﾞﾏ 2
1236 野口　岳 ﾉｸﾞﾁ ｶﾞｸ 2
1262 村上　一朗 ﾑﾗｶﾐ ｲﾁﾛｳ 1
1302 武田　総一郎 ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 1

信州大学

駿河台大学

成蹊大学

成城大学

上武大学
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第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会

エントリー一覧【五十音順】
2017年1月27日

1313 前野　真夏 ﾏｴﾉ ﾏﾅﾂ 1
1329 堀越　準平 ﾎﾘｺｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 2
1345 吉田　壮起 ﾖｼﾀﾞ ｿｳｷ 3
1362 問芝　耕平 ﾄｲｼﾊﾞ ｺｳﾍｲ 1
36 長谷川　柊 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳ 1
132 岩田　拓海 ｲﾜﾀ ﾀｸﾐ 3
148 風岡　永吉 ｶｻﾞｵｶ ｴｲｷﾁ 3
150 宮尾　佳輔 ﾐﾔｵ ｹｲｽｹ 3
158 横山　絢史 ﾖｺﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞ 1
236 和田　照也 ﾜﾀﾞ ﾃﾙﾔ 2
250 宮下　晴貴 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 1
262 川平　浩之 ｶﾜﾋﾗ ﾋﾛﾕｷ 2
291 佐藤　雄基 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 2
339 浅見　眞之 ｱｻﾐ ﾏｻﾕｷ 3
455 西川　優樹 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 2
480 櫻木　健次朗 ｻｸﾗｷﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 3
484 宮下　竣 ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 2
552 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 3
599 矢澤　明徳 ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 2
631 小林　彬寛 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 1
632 山本　伸輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞｷ 3
635 瀬谷　浩晃 ｾﾔ ﾋﾛｱｷ 2
639 本間　周平 ﾎﾝﾏ ｼｭｳﾍｲ 3
640 塚原　淳之 ﾂｶﾊﾗ ｱﾂｼ 1
688 藤井　健吾 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｺﾞ 2
708 近藤　勇 ｺﾝﾄﾞｳ ｲｻﾐ 3
774 山下　智也 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 1
811 末永　晃大 ｽｴﾅｶﾞ ｺｳﾀﾞｲ 3
931 水口　敬斗 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｹｲﾄ 2
936 山田　京平 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 3
971 田淵　智也 ﾀﾌﾞﾁ ﾄﾓﾔ 1
1409 水沼　群青 ﾐｽﾞﾇﾏ ｸﾞﾝｼﾞｮｳ 3
31 大山　憲明 ｵｵﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 3
239 蟹澤　淳平 ｶﾆｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 3
252 玉利　健志 ﾀﾏﾘ ｹﾝｼ 3
265 三澤　匠 ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ 3
278 作田　将希 ｻｸﾀﾞ ﾏｻｷ 2
279 米満　怜 ﾖﾈﾐﾂ ﾚﾝ 1
292 棚橋　建太 ﾀﾅﾊｼ ｹﾝﾄ 2
302 古場　京介 ｺﾊﾞ ｷｮｳｽｹ 2
361 吉留　一喬 ﾖｼﾄﾞﾒ ｲｯｷｮｳ 1
371 上田　結也 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 1
383 竹下　和真 ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞﾏ 1
399 姫宮　大地 ﾋﾒﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 3
400 江藤　光輝 ｴﾄｳ ﾐﾂｷ 3
405 坂野　和久 ｻｶﾉ ｶｽﾞﾋｻ 2
424 石嵜　雅也 ｲｼｻﾞｷ ﾏｻﾔ 2
438 秋山　優樹 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 2
441 築舘　陽介 ﾂｷﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 1
527 郷　龍輔 ｺﾞｳ ﾘｭｳｽｹ 2
712 松浦　朋也 ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓﾔ 3
731 吉田　泰樹 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｷ 1
757 深江　夏樹 ﾌｶｴ ﾅﾂｷ 1
483 中山　繕勧 ﾅｶﾔﾏ ﾕｷﾖｼ 2
730 大平　鴻汰 ｵｵﾋﾗ ｺｳﾀ 3
744 城ヶ﨑　大地 ｼﾞｮｳｶﾞｻｷ ﾀﾞｲﾁ 2
20 原　法利 ﾊﾗ ﾉﾘﾄｼ 3
62 中神　文弘 ﾅｶｶﾞﾐ ﾌﾐﾋﾛ 2
80 齋藤　諒 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 2
135 谷川　貴俊 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 2
220 山本　翔馬 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 3
390 奈須　智晃 ﾅｽ ﾄﾓｱｷ 2
545 立石　悠 ﾀﾃｲｼ ﾕｳ 2

専修大学

専修大学

成城大学

創価大学

第一工業大学

大東文化大学
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第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会

エントリー一覧【五十音順】
2017年1月27日

641 須田　博己 ｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 3
644 平内　幹太 ﾋﾗｳﾁ ｶﾝﾀ 2
679 山﨑　光 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 2
906 菊池　琢哉 キクチ タクヤ 2
913 野崎　智希 ノザキ トモキ 2
1068 辻　亮輔 ツジ リョウスケ 2
1071 湯川　友博 ユカワ トモヒロ 1
1073 丸山　達広 マルヤマ タツヒロ 1
1083 篠木　智也 シノキ トモヤ 2
1181 津久井　慧 ツクイ サトシ 4
1301 石塚　一大 イシヅカ イッタ 1
1369 大日方　友哉 オビナタ トモヤ 2
1370 菊池　晃太 キクチ コウタ 2
142 西　智也 ﾆｼ ﾄﾓﾔ 3
167 中井　槙吾 ﾅｶｲ ｼﾝｺﾞ 1
175 赤﨑　暁 ｱｶｻｷ ｱｷﾗ 1
194 今滝　春彦 ｲﾏﾀｷ ﾊﾙﾋｺ 2
242 馬場　祐輔 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｽｹ 2
412 苅田　広野 ｶﾘﾀ ｺｳﾔ 3
422 脇本　将 ﾜｷﾓﾄ ﾏｻﾙ 3
425 土師　悠作 ﾊｼﾞ ﾕｳｻｸ 3
430 戸部　凌佑 ﾄﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 2
444 桑原　良輝 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖｼｷ 1
504 楠本　幸太郎 ｸｽﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 1
597 安藤　雅也 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 2
664 長田　悠太郎 ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 2
680 峠　亮平 ﾄｳｹﾞ ﾘｮｳﾍｲ 2
738 松下　良 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳ 1
797 山本　和希 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 3
804 五十嵐　大己 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲｷ 2
835 大橋　克徳 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 3
857 飯塚　匠 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾐ 1
905 飯塚　湧也 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾔ 3
938 後藤田　康介 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｺｳｽｹ 2
948 館石　海斗 ﾀﾃｲｼ ｶｲﾄ 3
1285 石川　龍太郎 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 3
1410 硴野　魁星 ｶｷﾉ ｶｲｾｲ 2
1411 米倉　慎吾 ﾖﾈｸﾗ ｼﾝｺﾞ 2
1412 高橋　昂暉 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 1
1413 土井　春樹 ﾄﾞｲ ﾊﾙｷ 1
1414 野口　颯希 ﾉｸﾞﾁ ｻﾂｷ 3
908 今江　勇人 ｲﾏｴ ﾕｳﾄ 1
1036 山田　純平 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 2
1061 豊田　大輔 ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 2
1160 奥村　公登 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾄ 2
1218 花村　信太郎 ﾊﾅﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 4
1222 大木　学 ｵｵｷ ﾏﾅﾌﾞ 4
1226 仲田　燎平 ﾅｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 2
1227 安部　俊亮 ｱﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 4
1405 植田　晃行 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾕｷ 4
1406 大川　柊弥 ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 1
1407 佐藤　健斗 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 3
1408 成松　琢磨 ﾅﾘﾏﾂ ﾀｸﾏ 1
1403 田村　黎 ﾀﾑﾗ ﾚｲ 2
1404 大城　健一 ｵｵｼﾛ ｹﾝｲﾁ 1
22 堀尾　謙介 ﾎﾘｵ ｹﾝｽｹ 2
27 二井　康介 ﾆｲ ｺｳｽｹ 1
134 中山　顕 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝ 2
246 神崎　裕 ｺｳｻｷ ﾋﾛｼ 2
295 石黒　和寿 ｲｼｸﾞﾛ ｶｽﾞﾋｻ 2
299 江連　崇裕 ｴﾂﾞﾚ ﾀｶﾋﾛ 3
394 蛭田　雄大 ﾋﾙﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 3
432 関口　康介 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 2

千葉大学

千葉工業大学

中央大学

高崎経済大学

大東文化大学

拓殖大学
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第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会

エントリー一覧【五十音順】
2017年1月27日

470 茂川　聖真 ﾓｶﾞﾜ ｾｲﾏ 2
529 岸　俊樹 ｷｼ ﾄｼｷ 1
651 鈴木　康太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 1
665 岩佐　快斗 ｲﾜｻ ｶｲﾄ 1
791 北村　祥 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳ 2
802 柏木　亮太 ｶｼﾜｷﾞ ﾘｮｳﾀ 2
892 苗村　隆広 ﾅﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 2
1100 石川　翔輝 ｲｼｶﾜ ｼｮｳｷ 1
15 大森　澪 ｵｵﾓﾘ ﾚｲ 3
26 高砂　大地 ﾀｶｻｺﾞ ﾀﾞｲﾁ 1
48 横川　巧 ﾖｺｶﾜ ﾀｸﾐ 1
63 市山　翼 ｲﾁﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 2
74 福岡　海統 ﾌｸｵｶ ｶｲﾄ 2
92 藤田　大智 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 1
109 海老澤　剛 ｴﾋﾞｻﾜ ﾂﾖｼ 4
114 坂元　大介 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 3
138 細谷　恭平 ﾎｿﾔ ｷｮｳﾍｲ 3
160 新井　翔理 ｱﾗｲ ｼｮｳﾘ 3
177 水野　優 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳ 3
183 廣　佳樹 ﾋﾛ ﾖｼｷ 2
191 石井　海 ｲｼｲ ｶｲ 2
195 石原　圭祐 ｲｼﾊﾗ ｹｲｽｹ 1
196 實政　瑛久 ｼﾞﾂﾏｻ ﾃﾙﾋｻ 2
208 釜谷　直樹 ｶﾏﾀﾆ ﾅｵｷ 2
277 光武　洋 ﾐﾂﾀｹ ﾋﾛｼ 2
283 森田　智哉 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾔ 2
303 須永　康幸 ｽﾅｶﾞ ﾔｽﾕｷ 1
306 松村　真 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｺﾄ 3
308 玉澤　良太 ﾀﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 2
309 金井　優介 ｶﾅｲ ﾕｳｽｹ 1
318 由見　光道 ﾖｼﾐ ﾃﾙﾐﾁ 3
324 城田　航 ｼﾛﾀ ﾜﾀﾙ 1
337 川村　悠登 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾄ 1
338 下川　和樹 ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ 2
539 篠原　大輝 ｼﾉﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 2
546 有馬　圭哉 ｱﾘﾏ ｹｲﾔ 1
588 藤井　雄大 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 1
592 中川　賢 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 2
598 杉山　晃次郎 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 2
602 打越　晃汰 ｳﾁｺｼ ｺｳﾀ 1
676 鈴木　賢生 ｽｽﾞｷ ｹﾝｾｲ 3
677 赤井　竜生 ｱｶｲ ﾀﾂｷ 1
682 柳田　樹人 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾀﾂﾄ 2
709 篠原　崇希 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶｷ 2
818 原　捷太郎 ﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 2
825 小玉　健仁 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹﾋﾄ 2
826 山本　大貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 2
832 大濱　輝 ｵｵﾊﾏ ﾋｶﾙ 1
855 大島　強史 ｵｵｼﾏ ﾂﾖｼ 2
860 杉山　拓郎 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 1
919 樋口　陸 ﾋｸﾞﾁ ﾘｸ 2
953 國澤　昇平 ｸﾆｻﾜ ｼｮｳﾍｲ 3
970 五十嵐　拓也 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾔ 2
1415 杉谷　駿輔 ｽｷﾞﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 2

筑波大学 269 吉成　祐人 ﾖｼﾅﾘ ﾕｳﾄ M2
都留文科大学 1191 落合　啓 ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ 2

69 畔上　和弥 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 2
75 横井　裕仁 ﾖｺｲ ﾋﾛﾋﾄ 2
100 吉野　貴大 ﾖｼﾉ ﾀｶﾋﾛ 1
124 平田　幸四郎 ﾋﾗﾀ ｺｳｼﾛｳ 1
169 竹下　凱 ﾀｹｼﾀ ｶｲ 2
201 小手川　智紀 ｺﾃｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 3
206 吉田　尭紀 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｷ 1

中央大学

中央学院大学

帝京大学
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2017年1月27日

207 大塚　瑞季 ｵｵﾂｶ ﾐｽﾞｷ 2
209 沖　成仁 ｵｷ ﾅﾘﾋﾄ 3
210 佐藤　諒太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 3
213 濱川　駿 ﾊﾏｶﾜ ｼｭﾝ 2
214 橘髙　健一 ｷｯﾀｶ ｹﾝｲﾁ 2
243 岩佐　壱誠 ｲﾜｻ ｲｯｾｲ 1
255 田村　岳士 ﾀﾑﾗ ﾀｹｼ 1
313 新関　友基 ﾆｲｾﾞｷ ﾕｳｷ 2
343 井田　湧希 ｲﾀﾞ ﾕｳｷ 3
351 政光　瑛 ﾏｻﾐﾂ ｱｷﾗ 1
543 渡辺　貴裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 3
568 井手　優太 ｲﾃﾞ ﾕｳﾀ 2
569 平本　駿椰 ﾋﾗﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 2
570 幸﨑　一聖 ｺｳｻｷ ｲｯｾｲ 2
571 髙村　敦史 ﾀｶﾑﾗ ｱﾂｼ 2
586 齋藤　槙 ｻｲﾄｳ ｼﾝ 2
593 岡　智洋 ｵｶ ﾄﾓﾋﾛ 1
603 田村　丈哉 ﾀﾑﾗ ｼﾞｮｳﾔ 1
616 後藤　佑太朗 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 1
621 中江　颯一郎 ﾅｶｴ ｿｳｲﾁﾛｳ 1
638 小森　稜太 ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 1
673 小林　誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 2
681 小林　万修 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾞﾝｼｭｳ 1
684 島貫　温太 ｼﾏﾇｷ ｱﾂﾄ 1
690 仁平　翔 ﾆﾍｲ ｶｹﾙ 2
715 阿部　有希 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 2
721 砂賀　正輝 ｽﾅｶﾞ ﾏｻｷ 2
947 安立　弘樹 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｷ 1
988 幸村　亮太 ﾕｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 3
1416 吉田　将人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 3
1417 佐藤　光矩 ｻﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ 4
1418 池田　周平 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾍｲ 3
1419 鹿野　捷人 ｶﾉ ﾊﾔﾄ 3
1420 佐野　隆一郎 ｻﾉ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 3
1421 仲條　勇斗 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 3
1422 山田　拓海 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 3
1423 橋村　雄樹 ﾊｼﾑﾗ ﾕｳｷ 3
1424 羽瀧　輝一 ﾊﾀﾞｷ ｷｲﾁ 2
1425 高橋　映人 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾄ 2
1426 興津　達也 ｵｷﾂ ﾀﾂﾔ 2
1427 田巻　誠志 ﾀﾏｷ ﾏｻﾕｷ 2
1428 櫻井　駿 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝ 1
1429 石川　郁裕 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾋﾛ 1
1430 井原　洸季 ｲﾊﾗ ｺｳｷ 1
1431 関谷　冬野 ｾｷﾔ ﾄｳﾉ 1
1432 伊藤　哲也 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 1
1433 塩津　航平 ｼｵﾂ ｺｳﾍｲ 1
1434 薄井　将也 ｳｽｲ ｼｮｳﾔ 1
1435 平戸　秀太 ﾋﾗﾄ ｼｭｳﾀ 1
1436 山下　舜平 ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 1
962 伊藤　聡史 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 1
996 箱山　陸人 ﾊｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 1
1089 石井　直樹 ｲｼｲ ﾅｵｷ 2
1097 黒川　岳 ｸﾛｶﾜ ｶﾞｸ 2
1131 下境田　尚冴 ｼﾓｻｶｲﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 1
1145 恩田　裕也 ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 2
1229 簗嶋　匠 ﾔﾅｼﾏ ﾀｸﾐ 1
1234 荒木　裕太郎 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 1
1251 真壁　竜平 ﾏｶﾍﾞ ﾘｭｳﾍｲ 3
1253 中村　達揮 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂｷ 1
1272 佐藤　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 4
1314 柴尾　悠希 ｼﾊﾞｵ ﾕｳｷ 1
1350 見目　倫康 ｹﾝﾓｸ ﾄﾓﾔｽ 2

帝京大学

帝京平成大学
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エントリー一覧【五十音順】
2017年1月27日

帝京平成大学 1359 日隈　龍哉 ﾋﾉｸﾏ ﾀﾂﾔ 4
900 伊藤　航平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 2
1066 福井　啓太 ﾌｸｲ ｹｲﾀ 2
1318 松下　廉太郎 ﾏﾂｼﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ 3
1323 岡部　僚太郎 ｵｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3
1349 井上　玲於 ｲﾉｳｴ ﾚｵ M2
1358 佐藤　卓 ｻﾄｳ ｽｸﾞﾙ 2
1437 德島　達也 ﾄｸｼﾏ ﾀﾂﾔ 3
1438 竹本　大志 ﾀｹﾓﾄ ﾀｲｼ 1
13 松尾　淳之介 ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 1
16 湊谷　春紀 ﾐﾅﾄﾔ ﾊﾙｷ 2
23 川端　千都 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾄ 3
30 館澤　亨次 ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 1
32 羽生　拓矢 ﾊﾆｭｳ ﾀｸﾔ 1
34 西川　雄一朗 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 1
45 髙田　凜太郎 ﾀｶﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 1
50 春日　千速 ｶｽｶﾞ ﾁﾊﾔ 3
54 湯澤　舜 ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 2
65 郡司　陽大 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾋﾛ 1
94 成田　元一 ﾅﾘﾀ ｹﾞﾝｲﾁ 4
103 垂水　隆 ﾀﾙﾐ ﾀｶｼ 3
110 中園　誠也 ﾅｶｿﾞﾉ ｾｲﾔ 1
111 小野　稔彦 ｵﾉ ﾄｼﾋｺ 3
115 島田　良吾 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｺﾞ 3
162 小林　和弥 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 3
163 足立　直哉 ｱﾀﾞﾁ ﾅｵﾔ 2
170 福村　拳太 ﾌｸﾑﾗ ｹﾝﾀ 4
172 伊東　航己 ｲﾄｳ ｺｳｷ 1
180 國行　麗生 ｸﾆﾕｷ ﾚｵ 3
197 小松　陽平 ｺﾏﾂ ﾖｳﾍｲ 1
307 嘉村　大悟 ｶﾑﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 2
316 廣瀬　泰輔 ﾋﾛｾ ﾀｲｽｹ 3
381 河野　遥伎 ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 1
398 羽田　智哉 ﾊﾀﾞ ﾄﾓﾔ 1
406 兵頭　穂高 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾎﾀﾞｶ 3
464 髙園　真徳 ﾀｶｿﾞﾉ ﾏｻﾉﾘ 2
485 場中　陸 ﾊﾞﾅｶ ﾘｸ 2
495 茂山　蓮太 ｼｹﾞﾔﾏ ﾚﾝﾀ 2
500 坂口　拓男 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸｵ 2
511 平山　知暉 ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓｷ 2
512 木村　理来 ｷﾑﾗ ﾘｸ 1
515 山田　大地 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 3
519 谷地　宏康 ﾔﾁ ﾋﾛﾔｽ 3
531 生駒　大知 ｲｺﾏ ﾀﾞｲﾁ 2
540 三上　嵩斗 ﾐｶﾐ ｼｭｳﾄ 2
553 阿部　啓明 ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ 3
554 加藤　拓実 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 2
574 下畑　圭右 ｼﾓﾊﾀ ｹｲｽｹ 1
580 関原　稔記 ｾｷﾊﾗ ﾄｼｷ 3
610 森下　史崇 ﾓﾘｼﾀ ﾌﾐﾀｶ 2
889 丸山　剣 ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾙｷﾞ 2
894 上野　遼太 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ 1
898 越阪部　隆成 ｵｻｶﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ 2
909 遠藤　拓郎 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ 1
619 阿部　飛雄馬 ｱﾍﾞ ﾋｭｳﾏ 1
693 福島　洋佑 ﾌｸｼﾏ ﾖｳｽｹ 4
807 織原　健人 ｵﾘﾊﾗ ｹﾝﾄ 4
856 松本　啓岐 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ 3
868 遠藤　正陽 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 1
870 大日方　孝輝 ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｷ 3
872 田村　和也 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 3
876 岩崎　瞭介 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｽｹ 2
920 梁瀬　将史 ﾔﾅｾ ﾏｻﾌﾐ D1

東海大学

電気通信大学

東京大学
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932 栗山　一輝 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞｷ 1
935 妹背　雄太 ｲﾓｾ ﾕｳﾀ 2
949 伊東　祐輝 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 3
956 小林　龍史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｼ 2
1057 伊藤　慎 ｲﾄｳ ｼﾝ 2
1075 須藤　克誉 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾀｶ 3
1077 加納　崇徳 ｶﾉｳ ﾀｶﾉﾘ 1
1149 張　恭輔 ﾊﾘ ｷｮｳｽｹ 3
1174 箕輪　創太 ﾐﾉﾜ ｿｳﾀ 1
1176 佐藤　駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ M1
1179 油井　星羅 ﾕｲ ｾｲﾗ 2
1190 石黒　駿 ｲｼｸﾞﾛ ｼｭﾝ 3
1193 岩渕　康太 ｲﾜﾌﾞﾁ ｺｳﾀ 4
1194 清水　洸一 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 3
1195 柏原　翔一 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｼｮｳｲﾁ 4
1270 一柳　里樹 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｻﾄｷ 1
1273 肱岡　佑 ﾋｼﾞｵｶ ﾕｳ 2
1280 小田　貴大 ｵﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 3
1281 溝内　遼平 ﾐｿﾞｳﾁ ﾘｮｳﾍｲ 2
1283 二階堂　圭 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｷﾖｼ 1
1286 長田　将 ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾙ 2
1332 古賀　淳平 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 1
1334 相庭　貴行 ｱｲﾊﾞ ﾀｶﾕｷ 1
1441 根津　駿介 ﾈﾂ ｼｭﾝｽｹ 1
1442 渡部　慎也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 1
1443 梅田　周 ｳﾒﾀﾞ ﾏｺﾄ M2
1444 原　知明 ﾊﾗ ﾄﾓｱｷ M2

東京外国語大学 1440 水野　有稀 ﾐｽﾞﾉ ｱｷ 1
858 川口　文岳 ｶﾜｸﾞﾁ ﾌﾐﾀｹ 2
1307 原田　雄太 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ 2
360 鈴木　優斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 1
389 松浦　大輝 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 3
716 所河　北斗 ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 1
720 小新　裕貴 ｺｼﾝ ﾋﾛｷ 2
747 小山　大輝 ｺﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 1
776 小泉　喬寛 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 3
787 井上　竣介 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｽｹ 2
792 清水　幹斗 ｼﾐｽﾞ ﾐｷﾄ 1
798 九津見　一樹 ｸﾂﾐ ｶｽﾞｷ 2
801 馬場　勝也 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾔ 1
843 村上　滋 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾙ 1
873 高橋　雄聖 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｾｲ 3
879 福田　拓未 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 3
887 田中　樹来 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾗｲ 3
896 森　健也 ﾓﾘ ｹﾝﾔ 1
912 築達　尚希 ﾁｸﾀﾞﾃ ﾅｵｷ 2
914 菊地　将史 ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ 2
881 新美　惣一朗 ﾆｲﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 3
942 多田　駿介 ﾀﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 1
960 杉浦　拓馬 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸﾏ 3
982 丸山　蒼太 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀ M2
1086 山内　岳秋 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｱｷ 3
1183 久司　駿三 ｷｭｳｼﾞ ｼｭﾝｿﾞｳ 1
1197 阿川　陽 ｱｶﾞﾜ ﾖｳ 1
1235 武田　直樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ M1
1300 田井　裕次郎 ﾀｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 2
1328 吉田　啓一郎 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 1
1331 大槻　恒太 ｵｵﾂｷ ｺｳﾀ M1
144 鈴木　博斗 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 3
230 鈴木　聖人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 3
232 熊谷　光 ｸﾏｶﾞｲ ﾋｶﾙ 4
244 上村　真司 ｳｴﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 3
248 伊藤　達彦 ｲﾄｳ ﾀﾂﾋｺ 1

東京工業大学

東京学芸大学

東京大学

東京経済大学

東京国際大学
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249 佐藤　雄志 ｻﾄｳ ﾕｳｼ 1
257 鈴木　正樹 ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞｭ 1
263 真船　恭輔 ﾏﾌﾈ ｷｮｳｽｹ 1
270 内山　涼太 ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 1
293 河野　歩 ｶﾜﾉ ｱﾕﾑ 2
375 山田　大地 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 2
408 中村　南斗 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 2
418 相沢　悠斗 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 1
457 堤　完一 ﾂﾂﾐ ｶﾝｲﾁ 2
458 伊藤　千裕 ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 1
460 大澤　翔 ｵｵｻﾜ ｼｮｳ 3
467 濱添　大地 ﾊﾏｿﾞｴ ﾀﾞｲﾁ 2
475 大沼　聖樹 ｵｵﾇﾏ ｾｲｼﾞｭ 2
503 岩崎　雅広 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾋﾛ 2
516 浦馬場　裕也 ｳﾗﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾔ 2
533 戸塚　透 ﾄﾂｶ ﾄｵﾙ 3
608 菅原　直哉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ 1
753 柴田　凌 ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 2
785 山村　駿太 ﾔﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 2
661 井上　和弥 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 3
1001 篠﨑　拓弥 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 2
1012 馬場　雅人 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾄ 3
1111 関根　大和 ｾｷﾈ ﾔﾏﾄ 3
1124 小林　周平 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 2
1126 中野　瑞己 ﾅｶﾉ ﾐｽﾞｷ 1
1140 佐々木　舜 ｻｻｷ ｼｭﾝ 2
1148 小田切　佑介 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳｽｹ 2
1152 飯塚　司 ｲｲﾂﾞｶ ﾂｶｻ 2
1161 森田　雄斗 ﾓﾘﾀ ﾀｹﾄ 1
1163 渡部　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 1
1166 松尾　玄 ﾏﾂｵ ﾊﾙｶ 2
1215 比嘉　剣児 ﾋｶﾞ ｹﾝｼﾞ 1
1243 宮里　永隆 ﾐﾔｻﾞﾄ ｴｲﾘｭｳ 1
1254 寺崎　歩 ﾃﾗｻｷ ｱﾕﾑ 1
1355 斎藤　健太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 1
1058 栗田　翼 ｸﾘﾀ ﾂﾊﾞｻ 2
1080 中町　勇貴 ﾅｶﾏﾁ ﾕｳｷ 4
1445 住田　駿真 ｽﾐﾀ ｼｭﾝﾏ 2
1446 高砂　昂大 ﾀｶｽﾅ ｺｳﾀﾞｲ 1
1447 内村　聡一郎 ｳﾁﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 1
1448 柴沼　直人 ｼﾊﾞﾇﾏ ﾅｵﾄ 1
1449 川東　大輝 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｷ 1
1216 村尾　太郎 ﾑﾗｵ ﾀﾛｳ 4
1219 澤　信吾 ｻﾜ ｼﾝｺﾞ 2
1250 坂本　達哉 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 4
1439 河本　陸 ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ 4
81 小山　直城 ｺﾔﾏ ﾅｵｷ 2
333 高良　綾太郎 ｺｳﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 3
560 高橋　悠平 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 3
577 山舘　湧真 ﾔﾏﾀﾞﾃ ﾕｳﾏ 3
595 田中　健祐 ﾀﾅｶ ｹﾝｽｹ 2
606 朝比奈　俊介 ｱｻﾋﾅ ｼｭﾝｽｹ 3
658 蓑毛　健太 ﾐﾉﾓ ｹﾝﾀ 3
672 今井　優作 ｲﾏｲ ﾕｳｻｸ 1
674 阪本　和也 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 3
678 鈴木　開登 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 2
691 加藤　大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 2
838 那須野　幸佑 ﾅｽﾉ ｺｳｽｹ 1
968 川田　裕也 ｶﾜﾀ ﾕｳﾔ 1
991 清水　友斗 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 1
992 高木　才叶 ﾀｶｷﾞ ｻｷｮｳ 1
1011 安田　圭吾 ﾔｽﾀﾞ ｹｲｺﾞ 2
1020 鈴木　広親 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾁｶ 2

東京電機大学

東京都市大学

東京情報大学

東京国際大学

東京農業大学
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1029 矢島　友郎 ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾛｳ 3
1043 齋藤　正浩 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 2
1041 西薗　亘祐 ﾆｼｿﾞﾉ ｺｳｽｹ 4
1225 西部　将史 ﾆｼﾍﾞ ﾏｻﾌﾐ 4
1265 大野　哲 ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 2
1266 山口　誠司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 2
1268 児玉　伊太郎 ｺﾀﾞﾏ ｲﾀﾛｳ 2
1284 有山　篤志 ｱﾘﾔﾏ ｱﾂｼ 1
1287 村松　甲斐 ﾑﾗﾏﾂ ｶｲ 2
1308 柳澤　貫太 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 2
1325 竹本　圭吾 ﾀｹﾓﾄ ｹｲｺﾞ 1
1015 島田　直人 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ M1
1460 二瓶　宏太郎 ﾆﾍｲ ｺｳﾀﾛｳ 1
1461 余川　周 ﾖｶﾜ ｼｭｳ 1
1462 穴山　涼一 ｱﾅﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 1
1463 中村　太紀 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ 1
1464 松丸　大樹 ﾏﾂﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 4
1465 碓井　健也 ｳｽｲ ｹﾝﾔ 2
1466 佐山　秀成 ｻﾔﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 2
1467 飯村　祥太 ｲｲﾑﾗ ｼｮｳﾀ 2
1468 山田　純矢 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 2
1469 平野　快 ﾋﾗﾉ ｶｲ 1
1470 藤崎　隆徳 ﾌｼﾞｻｷ ﾀｶﾉﾘ 2
1471 森　雅弘 ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 2
1472 弘重　諒介 ﾋﾛｼｹﾞ ﾘｮｳｽｹ 1
1473 徳岡　賢一 ﾄｸｵｶ ｹﾝｲﾁ 3
1474 須田　孝史郎 ｽﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 2
1475 高尾　航平 ﾀｶｵ ｺｳﾍｲ 2
1476 青木　翔太郎 ｱｵｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 1
410 宇野　幹也 ｳﾉ ﾐｷﾔ 3
492 村瀬　耀司 ﾑﾗｾ ﾖｳｼﾞ 3
752 地行　聡一郎 ﾁｷﾞｮｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 2
777 小川　慶図 ｵｶﾞﾜ ｹｲﾄ 3
1208 油谷　恵太 ﾕﾀﾆ ｹｲﾀ 2
1295 中島　仁志 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄｼ 1
917 松館　悠斗 ﾏﾂﾀﾞﾃ ﾕｳﾄ 1
1199 千田　翔 ﾁﾀﾞ ｼｮｳ 1
557 高橋　佳樹 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ M1
773 齊藤　寛峻 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄｼ D1
821 田中　直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ M2
910 本田　雄生 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 4
923 南雲　信之介 ﾅﾝｸﾓ ｼﾝﾉｽｹ 5
1004 笠間　淳平 ｶｻﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 2
1039 酒井　洋輔 ｻｶｲ ﾖｳｽｹ 2
1052 酒井　啓一郎 ｻｶｲ ｹｲｲﾁﾛｳ 3
1072 西井　大樹 ﾆｼｲ ﾀﾞｲｷ M2
1084 藤原　啓 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲ 3
1099 松浦　崇之 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾕｷ 1
1137 早坂　謙児 ﾊﾔｻｶ ｹﾝｼﾞ 4
1210 嶋田　拓郎 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 1
1220 上條　広裕希 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 2
1233 脇田　陽平 ﾜｷﾀ ﾖｳﾍｲ 1
1239 草島　立太 ｸｻｼﾞﾏ ﾘｭｳﾀ 2
1260 須永　亘 ｽﾅｶﾞ ﾜﾀﾙ 2
1276 長田　公喜 ｵｻﾀﾞ ｺｳｷ 1
1337 石井　晴揮 ｲｼｲ ﾊﾙｷ 1
1352 岡田　圭太 ｵｶﾀﾞ ｹｲﾀ 2
997 角田　裕太 ﾂﾉﾀﾞ ﾕｳﾀ 2
1046 結城　広大 ﾕｳｷ ｺｳﾀ 4
1119 齋藤　貴哉 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ 1
1122 新舘　裕司 ﾆｲﾀﾞﾃ ﾕｳｼﾞ 2
1129 伊藤　和哉 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 1
1204 髙橋　陽 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 1

東京農工大学

東京理科大学

同志社大学

道都大学

東北大学

東北大学

東京農業大学
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1246 日野　泰正 ﾋﾉ ﾔｽﾏｻ 1
1261 桑原　悠人 ｸﾜﾊﾗ ﾕｳﾄ 1
1045 中津川　遥也 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ 4
1130 北村　航太 ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀ 3
1167 三浦　卓士 ﾐｳﾗ ﾀｸﾄ 2
1209 松田　健汰 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ 1
1230 橋本　稜平 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 2
11 相澤　晃 ｱｲｻﾞﾜ ｱｷﾗ 1
46 小早川　健 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾀｹﾙ 3
60 竹下　和輝 ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞｷ 3
73 堀　龍彦 ﾎﾘ ﾀﾂﾋｺ 3
168 菅原　勇聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 2
273 渡邉　奏太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 1
329 山口　健弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 2
537 山本　修二 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 2
547 荒武　星哉 ｱﾗﾀｹ ｾｲﾔ 3
548 髙森　建吾 ﾀｶﾓﾘ ｹﾝｺﾞ 3
563 野村　峻哉 ﾉﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 3
612 小笹　椋 ｺｻﾞｻ ﾘｮｳ 2
1450 今西　駿介 ｲﾏﾆｼ ｼｭﾝｽｹ 1
1451 中村　孝樹 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 3
1452 佐藤　翔 ｻﾄｳ ｶｹﾙ 3
1453 今井　龍之介 ｲﾏｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 2
1454 小野　湧貴 ｵﾉ ﾕｳｷ 1
1455 東海林　元 ｼｮｳｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 1
1456 土屋　隆 ﾂﾁﾔ ﾘｭｳ 1
1457 高野　奏生 ﾀｶﾉ ｶﾅﾙ 1
1458 片桐　健吾 ｶﾀｷﾞﾘ ｹﾝｺﾞ 1
1459 堀　達貴 ﾎﾘ ﾀﾂｷ 1
1522 元松　佑介 ﾓﾄﾏﾂ ﾕｳｽｹ 4
1523 勅使河原　一嶺 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾈ 3
1524 𠮷田　知史 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 3
1525 草野　佑哉 ｸｻﾉ ﾕｳﾔ 2
1526 古橋　裕也 ﾌﾙﾊｼ ﾕｳﾔ 1
1527 山口　優 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 1
1528 林　健太 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀ 1

奈良県立医科大学 1342 中務　智彰 ﾅｶﾂｶｻ ﾄﾓｱｷ 6
770 堀井　貴裕 ﾎﾘｲ ﾀｶﾋﾛ 2
890 松野　匠 ﾏﾂﾉ ﾀｸﾐ 1
929 依田　航太郎 ﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 2
1030 鈴木　基史 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ 2
1064 大野　京祐 ｵｵﾉ ｷｮｳｽｹ 1
1067 山崎　広河 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｶﾞ 1
1155 外山　恵大 ﾄﾔﾏ ｹｲﾀ 2
1240 小川　悟史 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ 1
1289 岩崎　弘頌 ｲﾜｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 2
1298 北爪　元貴 ｷﾀﾂﾞﾒ ｹﾞﾝｷ 1
1326 大木　智博 ｵｵｷ ﾄﾓﾋﾛ 1
1343 大河原　旭 ｵｵｶﾜﾗ ｱｻﾋ 3
1354 大橋　純 ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝ 1
732 小林　史弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 1
1103 阿部　智輝 ｱﾍﾞ ﾄﾓｷ 1
120 加藤　拓海 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 2
189 石垣　陽介 ｲｼｶﾞｷ ﾖｳｽｹ 1
317 町井　宏行 ﾏﾁｲ ﾋﾛﾕｷ 3
320 廣田　全規 ﾋﾛﾀ ﾏｻｷ 1
437 阿部　涼 ｱﾍﾞ ﾘｮｳ 1
448 山田　拓斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾄ 1
541 田中　健 ﾀﾅｶ ｹﾝ 3
542 川口　賢人 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 3
549 梅津　颯人 ｳﾒﾂ ﾊﾔﾄ 2
555 藤原　篤史 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾂｼ 3
556 菅野　将矢 ｶﾝﾉ ﾏｻﾔ 2

東洋大学

獨協大学

新潟医療福祉大学

新潟大学

東北福祉大学

東北学院大学

日本大学
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565 町井　孝行 ﾏﾁｲ ﾀｶﾕｷ 3
566 小坂　太我 ｺｻｶ ﾀｲｶﾞ 1
567 山﨑　一輝 ﾔﾏｻﾞｷ ｲｯｷ 3
575 石井　健登 ｲｼｲ ｹﾝﾄ 3
578 佐藤　玲偉 ｻﾄｳ ﾚｲ 2
625 金子　智哉 ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 1
675 新関　涼介 ﾆｲｾﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 3
689 沢登　豊 ｻﾜﾄ ﾕﾀｶ 2
692 岡野　佑輝 ｵｶﾉ ﾕｳｷ 3
700 野田　克哉 ﾉﾀﾞ ｶﾂﾔ 2
728 成田　悠汰 ﾅﾘﾀ ﾕｳﾀ 1
808 川崎　鉄太 ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾀ 3
816 西原　圭太 ﾆｼﾊﾗ ｹｲﾀ 2
819 豊田　昴暉 ﾄﾖﾀﾞ ｺｳｷ 3
852 大塚　達矢 ｵｵﾂｶ ﾀﾂﾔ 2
862 高野　千尋 ﾀｶﾉ ﾁﾋﾛ 3
874 平間　裕太 ﾋﾗﾏ ﾕｳﾀ 2
884 西尾　成世 ﾆｼｵ ﾅﾙｾ 1
930 岡田　慶一郎 ｵｶﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 2
952 工藤　大河 ｸﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ 3
1478 金森　純丸 ｶﾅﾓﾘ ｽﾐﾏﾙ 3
1479 竹内　颯 ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾃ 3
1480 祐川　元希 ｽｹｶﾞﾜ ﾓﾄｷ 2
1481 伊藤　直輝 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 1
1482 井上　一紫 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｼ 1
1483 大平　健太 ｵｵﾋﾗ ｹﾝﾀ 1
1484 木村　由哉 ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ 1
1485 齋藤　拓海 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 1
1486 佐藤　冴太郎 ｻﾄｳ ｺﾀﾛｳ 1
1487 藤井　達也 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾔ 1
1488 松木　之衣 ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 1
1489 松原　雄太 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 1
1490 丸山　和輝 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 1
1491 吉田　大海 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 1
1492 六川　恵二朗 ﾛｸｶﾜ ｹｲｼﾞﾛｳ 1
1493 藤井　優吾 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｺﾞ 1
1494 河原　佑哉 ｶﾜﾊﾗ ﾕｳｶ 1
41 小町　昌矢 ｺﾏﾁ ﾏｻﾔ 3
44 𠮷田　亮壱 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 3
47 中川　翔太 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 1
52 城越　勇星 ｼﾛｺｼ ﾕｳｾｲ 3
56 宮﨑　勇将 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｼｮｳ 2
64 富安　央 ﾄﾐﾔｽ ｱｷﾗ 3
79 室伏　穂高 ﾑﾛﾌｼ ﾎﾀｶ 2
85 三原　卓巳 ﾐﾊﾗ ﾀｸﾐ 2
90 馬場　絢也 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝﾔ 3
91 辻野　恭哉 ﾂｼﾞﾉ ｷｮｳﾔ 3
101 徳田　亮太 ﾄｸﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 3
104 重松　尚志 ｼｹﾞﾏﾂ ﾋｻｼ 3
108 森崎　拓海 ﾓﾘｻｷ ﾀｸﾐ 2
173 住田　優範 ｽﾐﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 3
178 林田　元輝 ﾊﾔｼﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 2
181 志賀　康太 ｼｶﾞ ｺｳﾀ 2
202 廻谷　賢 ﾒｸﾞﾘﾔ ｹﾝ 1
203 石島　一真 ｲｼｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏ 3
211 小縣　佑哉 ｵｶﾞﾀ ﾏｻﾔ 1
215 江連　翼 ｴﾂﾞﾚ ﾂﾊﾞｻ 2
218 白永　真彦 ｼﾗﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ 3
304 池田　卓矢 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 3
335 大﨑　遼 ｵｵｻｷ ﾘｮｳ 3
341 白永　智彦 ｼﾗﾅｶﾞ ﾄｼﾋｺ 1
382 酒匂　郁海 ｻｺｳ ｲｸﾐ 2
559 山口　和也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 1

日本大学

日本体育大学
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604 冨田　真佑 ﾄﾐﾀ ｼﾝｽｹ 1
607 渡邉　大賀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 1
649 山口　晟弥 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ 2
654 好　貴久 ｺﾉﾐ ﾀｶﾋｻ 1
694 大泉　奨 ｵｵｲｽﾞﾐ ｼｮｳ 2
696 森田　諒太 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳﾀ 1
710 玉城　柾人 ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 3
756 山中　貴善 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶﾖｼ 1
780 山本　航也 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾔ 2
789 森　龍一 ﾓﾘ ﾘｭｳｲﾁ 1
814 濵田　諒 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 1
861 片平　啓史郎 ｶﾀﾋﾗ ｹｲｼﾛｳ 3
871 小松　力歩 ｺﾏﾂ ﾘｷﾎ 1
885 鈴木　烈剛 ｽｽﾞｷ ﾚﾂｺﾞｳ 1
987 今井　亮瑠 ｲﾏｲ ﾄｵﾙ 2
1022 濵　星哉 ﾊﾏ ｾｲﾔ 1
1154 菅原　将 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｼ 1
1477 岩村　稔大 ｲﾜﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 1
330 北村　宙夢 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾑ 2
585 副島　将平 ｿｴｼﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 1
812 與儀　達朗 ﾖｷﾞ ﾀﾂﾛｳ 3
863 菱刈　大貴 ﾋｼｶﾘ ﾀﾞｲｷ 3
228 桜庭　宏暢 ｻｸﾗﾊﾞ ﾋﾛﾐﾂ 3
358 中才　雄介 ﾅｶｻｲ ﾕｳｽｹ 3
617 土屋　祐太 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ 1
626 溜池　勇太 ﾀﾒｲｹ ﾕｳﾀ 1
714 安藤　優気 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 3
719 福光　悠 ﾌｸﾐﾂ ﾕｳ 3
723 山本　翔也 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 2
759 時川　朋也 ﾄｷｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 1
845 木戸　洋介 ｷﾄﾞ ﾖｳｽｹ 3
1048 寺澤　渉 ﾃﾗｻﾜ ﾜﾀﾙ 1
1094 平　伊武貴 ﾀｲﾗ ｲﾌﾞｷ 3
740 三好　優汰 ﾐﾖｼ ﾕｳﾀ 4
1110 柿沼　拓也 ｶｷﾇﾏ ﾀｸﾔ 3
1211 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 1
1248 高島　良平 ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 1
1256 久保井　遼介 ｸﾎﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 2
1259 森下　尚耶 ﾓﾘｼﾀ ﾅｵﾔ 2
1264 山中　優 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳ 1
1296 松尾　秀浩 ﾏﾂｵ ﾋﾃﾞﾋﾛ 2
1311 上野　周平 ｳｴﾉ ｼｭｳﾍｲ 2
1312 佐藤　仰 ｻﾄｳ ｺｳ 1
1357 佐伯　祐哉 ｻｴｷ ﾕｳﾔ 1
1361 松井　智弘 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾋﾛ 2
1365 岩崎　友春 ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾊﾙ 3
809 井野口　慎之輔 ｲﾉｸﾁ ｼﾝﾉｽｹ 3
1042 大畠　駿 ｵｵﾊﾀ ｼｭﾝ 3
1189 新宅　貴裕 ｼﾝﾀｸ ﾀｶﾋﾛ 4

福井大学 1293 大野　雄太 ｵｵﾉ ﾕｳﾀ 2
1055 藤田　剣 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ 4
1495 古賀　朋樹 ｺｶﾞ ﾄﾓｷ 2
1496 大西　秀平 ｵｵﾆｼ ｼｭｳﾍｲ 2
1497 冨永　大暉 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 1
1498 坂口　怜 ｻｶｸﾞﾁ ｻﾄﾙ 2
1499 小金井　雄太 ｺｶﾞﾈｲ ﾕｳﾀ 2
1500 奥山　智弘 ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 1
1501 濱崎　康平 ﾊﾏｻｷ ｺｳﾍｲ 1
1502 三井　大輔 ﾐﾂｲ ﾀﾞｲｽｹ 1
1503 渋沢　敦也 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾂﾔ 2
423 飯田　祥平 ｲｲﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 3
497 日野　航 ﾋﾉ ﾜﾀﾙ 2
532 寺嶋　晃我 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｶﾞ 2

日本文理大学

日本薬科大学

広島大学

文教大学

日本体育大学

平成国際大学

一橋大学
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634 滝口　諒 ﾀｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 3
643 小美濃　駿 ｺﾐﾉ ｼｭﾝ 2
660 後藤　秀平 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 1
670 古田　光 ﾌﾙﾀ ﾋｶﾙ 2
734 小原　大地 ｵﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 3
781 河野　翔太 ｺｳﾉ ｼｮｳﾀ 1
972 丸山　晃次 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 1
973 布施　晴貴 ﾌｾ ﾊﾙｷ 2
989 後藤　蓮也 ｺﾞﾄｳ ﾚﾝﾔ 3
990 鹿嶋　基史 ｶｼﾏ ﾓﾄﾌﾐ 3
1007 清水　誠也 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 1
1009 工藤　淳平 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 1
1023 吉田　和也 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 3
1034 小島　竜太 ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾀ 1
1074 加藤　壱空 ｶﾄｳ ｲｯｸｳ 2
1101 矢澤　彰悟 ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 1
1105 上石　敦士 ｱｹﾞｲｼ ｱﾂｼ 1
1128 武末　健志 ﾀｹｽｴ ｹﾝｼ 1
1159 山田　勇大 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 1
999 安藤　龍馬 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 4
1010 松本　拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 2
1109 松元　平河 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｮｳｶﾞ 2
1113 古林　潤也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 2
1162 宇田　敬史朗 ｳﾀﾞ ｹｲｼﾛｳ 3
1165 河地　悠希 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 2
1267 泉野目　煕 ｲｽﾞﾉﾒ ﾋｶﾙ 2
1294 岡田　竜也 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ 1
1297 小川　洋介 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 1
1299 南　駿 ﾐﾅﾐ ｼｭﾝ 1
1303 鹿子木　草太 ｶﾅｺｷﾞ ｿｳﾀ 4
1306 石田　裕也 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 3
1315 松下　義明 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼｱｷ 2
1317 池内　勇吾 ｲｹｳﾁ ﾕｳｺﾞ 1
93 鹿嶋　隆裕 ｶｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 3
171 園田　憲佑 ｿﾉﾀﾞ ｹﾝｽｹ 3
185 阿部　泰久 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋｻ 3
187 鈴木　亮平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 2
198 増田　真也 ﾏｽﾀﾞ ｼﾝﾔ 3
205 磯田　和也 ｲｿﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 3
224 本多　寛幸 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 2
229 矢嶋　謙悟 ﾔｼﾞﾏ ｹﾝｺﾞ 2
240 狩野　琢巳 ｶﾉｳ ﾀｸﾐ 2
245 田上　鷹弥 ﾀﾉｳｴ ﾀｶﾔ 1
260 増田　蒼馬 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 1
261 青木　涼真 ｱｵｷ ﾘｮｳﾏ 1
268 佐々木　虎一朗 ｻｻｷ ｺｲﾁﾛｳ 1
272 坪井　慧 ﾂﾎﾞｲ ｹｲ 1
276 大畑　和真 ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞﾏ 2
301 松澤　拓弥 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 1
326 緒方　喬平 ｵｶﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ 3
403 福田　兼士 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼ 2
414 佐藤　敏也 ｻﾄｳ ﾄｼﾔ 1
589 増田　将也 ﾏｽﾀﾞ ﾕｷﾔ 3
596 加藤　巧記 ｶﾄｳ ｺｳｷ 3
623 強矢　涼太 ｺﾞｳﾔ ﾘｮｳﾀ 1
844 岡原　仁志 ｵｶﾊﾗ ﾋﾄｼ 1
993 兒島　陽生 ｺｼﾞﾏ ﾖｳ 2
637 酒井　洋明 ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 1
916 柳原　脩臣 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｵﾐ 1
1081 岡田　雅文 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 4
1172 田中　優汰 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 2
1173 出井　俊太郎 ﾃﾞｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 4
1187 冨永　隆宏 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ M2

防衛大学校

平成国際大学

法政大学

北海道大学
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1202 大山　智広 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 2
1258 日良　篤志 ﾋﾗ ｱﾂｼ M1
1288 澤上　良太 ｻﾜｶﾐ ﾘｮｳﾀ 4
1335 島田　潤 ｼﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 3
1033 今川　斗真 ｲﾏｶﾞﾜ ﾄｳﾏ 1
1049 大田　真輝 ｵｵﾀ ﾏｻｷ 1
1231 梶原　銀二 ｶｼﾞﾜﾗ ｷﾞﾝｼﾞ 2
1321 上杉　太一 ｳｴｽｷﾞ ﾀｲﾁ 1
121 藤井　亮矢 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾔ 1
357 高岡　朝日 ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ 2
469 岩永　令 ｲﾜﾅｶﾞ ﾚｲ 1
505 安倍　智輝 ｱﾍﾞ ﾄﾓｷ 2
528 佐藤　貴洋 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 2
965 山本　寿真 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 2
53 末次　慶太 ｽｴﾂｸﾞ ｹｲﾀ 3
88 皆浦　巧 ﾐﾅｳﾗ ﾀｸﾐ 3
119 阿部　弘輝 ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 1
122 中島　大就 ﾅｶｼﾏ ﾀｲｼﾞｭ 1
123 磯口　晋平 ｲｿｸﾞﾁ ｼﾝﾍﾟｲ 3
128 田中　龍太 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 2
225 三輪　軌道 ﾐﾜ ﾉﾘﾐﾁ 1
227 東島　清純 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ 2
289 斉藤　寛明 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 1
342 森　晃希 ﾓﾘ ｺｳｷ 3
344 竹山　直宏 ﾀｹﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ 2
362 岸　哲也 ｷｼ ﾃﾂﾔ 1
429 角出　龍哉 ｽﾐﾃﾞ ﾀﾂﾔ 2
434 南　俊希 ﾐﾅﾐ ﾄｼｷ 1
442 渡邊　智裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 3
443 小松原　耀介 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｳｽｹ 3
454 佐々木　大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 1
481 中山　陽平 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 1
629 喜多　悠貴 ｷﾀ ﾕｳｷ 3
653 尼崎　達也 ｱﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 3
655 岩本　隼弥 ｲﾜﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 2
800 本橋　佳樹 ﾓﾄﾊｼ ﾖｼｷ 1
1121 枡田　雄太 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 2
628 山内　郁人 ﾔﾏｳﾁ ﾌﾐﾄ 2
824 佐久間　康弘 ｻｸﾏ ﾔｽﾋﾛ 2
851 雨宮　大地 ｱﾒﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 1
867 鈴木　陸 ｽｽﾞｷ ﾘｸ 2
933 大谷　智希 ｵｵﾔ ﾄﾓｷ 2

山形大学 1091 髙橋　拓海 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 2
42 永戸　聖 ﾅｶﾞﾄ ｼｮｳ 2
61 市谷　龍太郎 ｲﾁﾀﾆ ﾘｭｳﾀﾛｳ 3
77 河村　知樹 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ 3
96 藤田　義貴 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾀｶ 2
97 古賀　裕樹 ｺｶﾞ ﾋﾛｷ 3
99 片山　優人 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ 2
112 久保　和馬 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾏ 2
182 首藤　貴樹 ｼｭﾄｳ ﾀｶｷ 1
266 池田　眞臣 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｵﾐ 2
281 中村　幸成 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ 1
386 比夫見　将吾 ﾋﾌﾐ ｼｮｳｺﾞ 3
415 菅井　宏人 ｽｶﾞｲ ﾋﾛﾋﾄ 3
447 大殿　将司 ｵｵﾄﾉ ﾏｻｼ 2
477 宮地　大輝 ﾐﾔﾁ ﾀﾞｲｷ 1
493 横井　翔吾 ﾖｺｲ ｼｮｳｺﾞ 3
551 井上　広之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 1
591 柴田　征人 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄ 3
630 出木場　風吹 ｲﾃﾞｺﾊﾞ ﾌﾌﾞｷ 2
647 熊谷　比呂 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛ 2
648 原口　翔 ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｹﾙ 1

松山大学

武蔵野学院大学

明治学院大学

北海道大学

明治大学

山梨学院大学
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669 前田　隼弥 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 1
671 関川　大悟 ｾｷｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 1
733 松原　佑弥 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾔ 1
736 伊藤　大生 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 1
765 高瀬　魁舟 ﾀｶｾ ｶｲｼｭｳ 1
966 千田　怜央 ｾﾝﾀﾞ ﾚｵ 2
985 熊谷　尭之 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ 1
1374 鈴木　神 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾝ 1
1375 伊藤　明秀 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ 3
1376 笠原　健太郎 ｶｻﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 3
1377 菊地　登夢 ｷｸﾁ ﾄﾑ 3
1378 河野　淳 ｺｳﾉ ｼﾞｭﾝ 3
1379 近藤　慧 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲ 3
1380 大作　祥平 ﾀﾞｲｻｸ ｼｮｳﾍｲ 3
1381 中井　直希 ﾅｶｲ ﾅｵｷ 3
1382 長谷川　翼 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 3
1383 唐澤　祐輝 ｶﾗｻﾜ ﾕｳｷ 2
1384 喜多村　柊吾 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳｺﾞ 2
1385 古礒　瞳衣 ｺｲｿ ﾄｳｲ 2
1386 白濱　宏樹 ｼﾗﾊﾏ ﾋﾛｷ 2
1387 高山　良太 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 2
1388 田口　雄大 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 2
1389 村上　将真 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾏ 2
1390 目黒　開星 ﾒｸﾞﾛ ｶｲｾｲ 2
1391 市原　弘康 ｲﾁﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ 1
1392 塚田　拓朗 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 1
1393 三好　勇輝 ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 1
1394 柳澤　佑丞 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 3
998 枡川　健太郎 ﾏｽｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 3
1098 長尾　亮児 ﾅｶﾞｵ ﾘｮｳｼﾞ 2
1125 鵜之沢　敦志 ｳﾉｻﾜ ｱﾂｼ 2
1241 梅村　一輝 ｳﾒﾑﾗ ｶｽﾞｷ 1
1319 小林　風輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｷ 1
1324 熊山　修平 ｸﾏﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 2
487 加世田　雅之 ｶｾﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 2
594 轟木　亜問 ﾄﾄﾞﾛｷ ｱﾄｳ 2
726 中村　亮介 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 1
799 青山　大海 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾐ 3
901 長谷川　俊太 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 3
911 井原　将太郎 ｲﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 3
940 嶋　大興 ｼﾏ ﾀﾞｲｷ 2
941 鈴木　孝明 ｽｽﾞｷ ﾀｶｱｷ 1
961 大房　功泰 ｵｵﾌｻ ｺｳﾀ 2
963 盛田　真吾 ﾓﾘﾀ ｼﾝｺﾞ 2
1035 栗本　一輝 ｸﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 1
1062 増田　駿 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｼ 1
1088 久嶋　弘充 ﾋｻｼﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ 1
1203 田口　博也 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾔ 2
1207 品川　彰宏 ｼﾅｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 2
1247 榎本　遥平 ｴﾉﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 2
1322 後藤　航歩 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾎ 1
143 岩﨑　祐也 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ 3
147 辻村　公佑 ﾂｼﾞﾑ ﾗｺｳｽｹ 2
247 桝本　剛史 ﾏｽﾓﾄ ﾂﾖｼ 3
426 西川　諒 ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 2
490 中川　元弥 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄﾔ 2
810 勝下　裕貴 ｶﾂｼﾀ ﾋﾛｷ 2
141 福留　大樹 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾋﾛｷ 3
288 地福　詩音 ﾁﾌｸ ｼｵﾝ 2
369 藤崎　真伍 ﾌｼﾞｻｷ ｼﾝｺﾞ 2
370 西村　茂 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 1
372 小原　佑介 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｽｹ 1
407 菊地　海斗 ｷｸﾁ ｶｲﾄ 1

立教大学

立命館大学

龍谷大学

横浜国立大学

山梨学院大学

流通経済大学
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466 稲富　智希 ｲﾅﾄﾐ ﾄｼｷ 3
662 中鉢　譲 ﾅｶﾊﾞﾁ ﾕｽﾞﾙ 3
713 船津　太威智 ﾌﾅﾂ ﾀｲﾁ 3
749 龍田　優斗 ﾀﾂﾀﾞ ﾕｳﾄ 2
750 出田　優斗 ｲﾃﾞﾀ ﾕｳﾄ 3
758 三輪　雄大 ﾐﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 1
794 磯谷　駆 ｲｿﾔ ｶｹﾙ 1
836 佐野　健人 ｻﾉ ﾀｹﾄ 2
915 長瀬　絃人 ﾅｶﾞｾ ｹﾞﾝﾄ 1
934 後藤　亮 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳ 3
937 諸泉　翔也 ﾓﾛｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ 2
967 谷野　稜弥 ﾀﾆﾉ ﾘｮｳﾔ 3
1005 渡邊　晴樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 3
1175 鈴木　雅喜 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 2
1180 荒井　良介 ｱﾗｲ ﾘｮｳｽｹ 3
1188 清水　雄大 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 3
1196 蔭平　大智 ｶｹﾞﾋﾗ ﾀﾞｲﾁ 2
1336 功刀　健士郎 ｸﾇｷﾞ ｹﾝｼﾛｳ 2
1504 大園　裕太 ｵｵｿﾞﾉ ﾕｳﾀ 3
1505 廣田　大輝 ﾋﾛﾀ ﾀﾞｲｷ 3
1506 新　佑介 ｼﾝ ﾕｳｽｹ 2
1507 田邊　勇人 ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 2
1508 石井　聡之 ｲｼｲ ｻﾄｼ 1
1509 大瀬戸　泰一 ｵｵｾﾄ ﾀｲﾁ 1
1510 北島　一樹 ｷﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 1
1511 木原　将輝 ｷﾊﾗ ﾏｻｷ 1
1512 木村　壱正 ｷﾑﾗ ｲｯｾｲ 1
1513 島　龍之介 ｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 1
1514 瀬能　裕二 ｾﾉｵ ﾕｳｼﾞ 1
1515 田頭　操真 ﾀｶﾞｼﾗ ｿｳﾏ 1
1516 瀧谷　海斗 ﾀｷﾀﾆ ｶｲﾄ 1
1517 寺田　龍覇 ﾃﾗﾀﾞ ﾘｭｳﾊ 1
1518 中原　陸斗 ﾅｶﾊﾗ ﾘｸﾄ 1
312 田中　匠 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 2
348 国川　恭朗 ｸﾆｶﾜ ﾔｽｱｷ 1
354 藤村　穣 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼﾞｮｳ 3
356 市川　駿 ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝ 2
359 宮田　僚 ﾐﾔﾀ ﾘｮｳ 1
579 大道　聖斗 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 3
582 吉鶴　実 ﾖｼﾂﾙ ﾐﾉﾙ 2
590 西澤　健太 ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 2
706 木下　晋治 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｼﾞ 3
707 村瀬　佳樹 ﾑﾗｾ ﾖｼｷ 2
711 渡邉　紘也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾔ 2
831 太田　来紀 ｵｵﾀ ﾗｲｷ 2
877 瀬尾　和輝 ｾｵ ｶｽﾞｷ 1
954 永田　啓将 ﾅｶﾞﾀ ｹｲｼｮｳ 2
983 河内　宏太 ｶﾜｳﾁ ｺｳﾀ 1
1018 高垣　龍太 ﾀｶｶﾞｷ ﾘｮｳﾀ 1
1519 鬼頭　直己 ｷﾄｳ ﾅｵｷ 1
1520 鶸田　拓巳 ﾋﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 1
1521 宮川　雅伎 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾓﾄｷ 1
18 安井　雄一 ﾔｽｲ ﾕｳｲﾁ 3
89 光延　誠 ﾐﾂﾉﾌﾞ ﾏｺﾄ 3
146 太田　智樹 ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 1
166 石田　康幸 ｲｼﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 3
193 藤原　滋記 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｹﾞｷ 3
284 清水　歓太 ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ 2
367 真柄　光佑 ﾏｶﾞﾗ ｺｳｽｹ 1
385 遠藤　宏夢 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾑ 1
396 西田　稜 ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳ 2
411 伊澤　優人 ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 1
421 三上　多門 ﾐｶﾐ ﾀﾓﾝ 1

麗澤大学

流通経済大学

早稲田大学
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450 大木　皓太 ｵｵｷ ｺｳﾀ 1
521 尼子　風斗 ｱﾏｺ ｶｾﾞﾄ 1
522 岡田　望 ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 2
584 河合　祐哉 ｶﾜｲ ﾕｳﾔ 3
605 谷口　耕一郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ 3
783 平子　凜太郎 ﾋﾗｺ ﾘﾝﾀﾛｳ 1
907 金森　博至 ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 1

早稲田大学
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