
No 氏名 ヨミガナ 学校名 学年

1001 安藤 勘太 アンドウ カンタ 流通経済大学 2年

1002 甲斐 瑠夏 カイ ルカ 日本体育大学 4年

1003 小林 祐也 コバヤシ ユウヤ 日本大学 4年

1004 長正 憲武 ナガショウ ノリタケ 福島大学 4年

1005 福島 旺 フクシマ アキラ 日本体育大学 2年

021 岩井 悠二 イワイ ユウジ 立命館大学 2年

022 大谷 友哉 オオタニ ユウヤ 日本体育大学 1年

023 岡本 空知 オカモト ソラチ 立命館大学 1年

024 小川 颯斗 オガワ ハヤト 日本体育大学 4年

025 佐々木 信 ササキ マコト 日本大学 3年

026 佐山 拓海 サヤマ タクミ 東北大学 大学院

027 柴田 和樹 シバタ カズキ 東北大学 3年

028 谷本 結太 タニモト ユウタ 広島工業大学 3年

029 藤部 武文 トウベ タケフミ 日本体育大学 4年

030 土江 巧真 ドエ タクマ 立命館大学 4年

031 徳山 哲平 トクヤマ テッペイ 早稲田大学 1年

032 仲尾 瞭平 ナカオ リョウヘイ 立命館大学 1年

033 中川 恵太 ナカガワ ケイタ 順天堂大学 4年

034 花岡 秀吾 ハナオカ シュウゴ 日本体育大学 3年

035 浜崎 塁 ハマサキ ルイ 慶応義塾大学 4年

036 本多 晴飛 ホンダ ハルヒ 日本体育大学 3年

451 青山 幸平 アオヤマ コウヘイ 立命館大学 3年

452 浅野 優雅 アサノ ユウガ 福島大学 大学院

453 石橋 多郎 イシバシ タロウ 東北大学 大学院

454 江田 祐太朗 エダ ユウタロウ 神奈川大学 4年

455 大石 一博 オオイシ カズヒロ 中部大学 4年

456 岡田 空大 オカダ タカト 同志社大学 2年

457 奥村 悠平 オクムラ ユウヘイ 日本体育大学 3年

458 壁谷 華太 カベヤ カブト 名古屋大学 大学院

459 亀山 一輝 カメヤマ カズキ 流通経済大学 3年

460 菅家 隼 カンケ ハヤト 慶應義塾大学 4年

461 岸本 翔太 キシモト ショウタ 慶應義塾大学 3年

462 隈本 主計 クマモト カズエ 日本大学 3年

463 小泉 諒太 コイズミ リョウタ 東海大学 3年

464 小林 幸誠 コバヤシ コウセイ 立命館大学 1年

465 小林 諒祐 コバヤシ リョウスケ 九州大学 大学院

466 小山 陽大 コヤマ ヨウダイ 日本大学 3年

男子A組73名



467 佐藤 一徹 サトウ イッテツ 北海道大学 3年

468 澤村 悠里 サワムラ ユウリ 東北大学 3年

469 志田 俊平 シダ シュンペイ 慶應義塾大学 4年

470 鈴木 陽久 スズキ ハルヒサ 東北大学 4年

471 関根 貴大 セキネ タカヒロ 慶應大学 4年

472 高木 将嗣 タカキ マサツグ 順天堂大学 3年

473 高橋 和磨 タカハシ カズマ 名古屋大学 3年

474 立花 匠 タチバナ ショウ 日本体育大学 2年

475 玉麻 裕介 タマ ユウスケ 広島大学 3年

476 辻田 洸希 ツジタ ヒロキ 日本大学 3年

477 土田 拳士 ツチダ ケンシ 立命館大学 3年

478 筒井 海翔 ツツイ カイト 中部大学 3年

479 中嶋 将太 ナカジマ ショウタ 日本体育大学 1年

480 中野 陽太 ナカノ ヒナタ 早稲田大学 4年

481 中野 雄大 ナカノ ユウダイ 立命館大学 3年

482 中山 雄貴 ナカヤマ ユウキ 広島大学 4年

483 西岡 航生 ニシオカ コウキ 広島大学 3年

484 橋本 直樹 ハシモト ナオキ 北海道大学 3年

485 花野 潤 ハナノ ジュン 慶應義塾大学 2年

486 原口 大空 ハラグチ ヒロタカ 同志社大学 4年

487 原田 洋旭 ハラダ ヒロアキ 関西学院大学 2年

488 引地 勇二 ヒキチ ユウジ 法政大学 3年

489 一言 伊織 ヒトコト イオリ 明治大学 3年

490 藤田 海人 フジタ カイト 九州国際大学 4年

491 北條 雄大 ホウジョウ ユウダイ 東北大学 4年

492 牧田 竜明 マキタ タツアキ 立命館大学 4年

493 松田 健伸 マツダ タケノブ 久留米大学 3年

494 松本 敬之 マツモト ノリユキ 長崎大学 3年

495 榁木 翔太 ムロキ ショウタ 早稲田大学 3年

496 安田 大河 ヤスダ タイガ 九州大学 3年

497 山口 大貴 ヤマグチ タイキ 立命館大学 2年

498 山口 洋祐 ヤマグチ ヨウスケ 早稲田大学 4年

499 山田 侑翼 ヤマダ ユウスケ 立命館大学 2年

500 山中 翔陽 ヤマナカ ショウヤ 佐賀大学 1年

513 山本 築 ヤマモト キズク 日本体育大学 3年

514 吉村 暢高 ヨシムラ ノブタカ 関西大学 4年



No 氏名 ヨミガナ 学校名 学年

781 青木 嶺 アオキ レイ 国士舘大学 3年

782 朝井 謙 アサイ ケン 立命館大学 3年

783 朝山 凌 アサヤマ リョウ 同志社大学 4年

784 飯田 景士郎 イイダ ケイシロウ 豊田工業大学 1年

785 飯田 真也 イイダ マサナリ 中央大学 3年

786 池田 奏夢 イケダ カナム 大東文化大学 3年

787 イソベ ジョシュア イソベ ジョシュア 中部大学 4年

788 植村 輝 ウエムラ ヒカル 法政大学 2年

789 内田 健太 ウチダ ケンタ 東京大学 4年

790 大岩 佑輔 オオイワ ユウスケ 東北大学 3年

791 大倉 諒也 オオクラ リョウヤ 九州大学 大学院

792 大谷 達朗 オオタニ タツロウ 九州大学 4年

793 大貫 和基 オオヌキ カズキ 同志社大学 3年

794 岡村 啓吾 オカムラ ケイゴ 慶應義塾大学 2年

795 岡本 達也 オカモト タツヤ 同志社大学 4年

796 小川 兼太朗 オガワ ケンタロウ 日本体育大学 2年

797 奥津 大志 オクツ タイシ 慶應義塾大学 4年

798 小田 陸人 オダ リクト 立命館大学 1年

799 紙本 英悟 カミモト エイゴ 神奈川大学 4年

800 川村 航太郎 カワムラ コウタロウ 中京大学 3年

801 菊地 優志 キクチ ユウジ 日本大学 3年

802 北村 則紀 キタムラ ノリキ 法政大学 4年

803 木元 悠太 キモト ユウタ 東北大学 大学院

804 栗山 卓也 クリヤマ タクヤ 東北大学 4年

805 小島 駿亮 コジマ シュンスケ 筑波大学 2年

806 小林 正陽 コバヤシ セイヨウ 九州大学 2年

807 小原 壮貴 コバラ ソウキ 近畿大学 4年

808 小松 宗平 コマツ シュウヘイ 広島大学 3年

809 紺野 涼太 コンノ リョウタ 東海大学 3年

810 西塔 心路 サイトウ ココロ 東北大学 大学院

811 斎藤 尭 サイトウ タカシ 広島大学 4年

812 齋藤 遥生 サイトウ ヨウセイ 早稲田大学 2年

813 齋藤 陽之助 サイトウ ヨウノスケ 神奈川大学 3年

814 坂上 慎一 サカウエ シンイチ 九州大学 2年

815 櫻木 敦大 サクラギ アツヒロ 同志社大学 1年

816 繁澤 快 シゲサワ カイ 日本体育大学 3年

817 芝﨑 亮平 シバサキ リョウヘイ 明治大学 3年

男子B組78名



818 須賀 亮太 スガ リョウタ 東北大学 4年

819 鈴木 丈瑠 スズキ タケル 明治大学 4年

820 園田 純也 ソノダ ジュンヤ 大阪体育大学 4年

821 高井 俊太朗 タカイ シュンタロウ 東北大学 3年

822 高木 基光 タカキ モトミツ 九州大学 3年

823 高木 勇輝 タカギ ユウキ 中部大学 4年

824 高島 志郎 タカシマ シロウ 順天堂大学 3年

825 高取 草太 タカトリ ソウタ 九州大学 4年

826 田中 聡 タナカ ソウ 東北大学 大学院

827 舎川 雄二朗 トネガワ ユウジロウ 法政大学 4年

828 豊嶋 真生 トヨシマ マサキ 順天堂大学 2年

829 長尾 星史朗 ナガオ セイシロウ 慶應義塾大学 3年

830 中嶋 大樹 ナカジマ ダイキ 神奈川大学 2年

831 中村 雄飛 ナカムラ ユウヒ 青山学院大学 2年

832 新田 夏暉 ニッタ ナツキ 東京大学 大学院

833 野々村 千洋 ノノムラ チヒロ 明治大学 3年

834 蓮沼 優大 ハスヌマ ユウダイ 筑波大学 3年

835 長谷川 弘晃 ハセガワ ヒロアキ 早稲田大学 3年

836 畑 玲音 ハタ レオン 関西大学 3年

837 原川 日向 ハラカワ ヒュウガ 立命館大学 3年

838 平野 雅人 ヒラノ マサト 広島大学 大学院

839 舟橋 和哉 フナハシ カズヤ 神奈川大学 4年

840 坊 紳 ボウ シン 近畿大学 3年

841 前川 玄武 マエカワ ヒロタケ 広島大学 1年

842 増子 昂汰郎 マスコ コウタロウ 順天堂大学 3年

843 益田 大誠 マスダ タイセイ 広島大学 4年

844 町田 圭吾 マチダ ケイゴ 東北大学 4年

845 松本 英悟 マツモト エイゴ 九州大学 大学院

846 溝端 一真 ミゾバタ カズマ 大阪体育大学 2年

847 峯俊 友哉 ミネトシ ユウヤ 近畿大学 4年

848 宮本 穂生 ミヤモト ホツキ 愛知学院大学 2年

849 山口 海一郎 ヤマグチ カイイチロウ 慶應義塾大学 2年

850 山﨑 新太 ヤマサキ アラタ 日本大学 4年

851 山村 泰斗 ヤマムラ タイト 慶応義塾大学 3年

852 山本 修平 ヤマモト シュウヘイ 九州大学 3年

853 山本 陽介 ヤマモト ヨウスケ 同志社大学 3年

854 山本 稜弥 ヤマモト リョウヤ 専修大学 2年

855 吉川 颯真 ヨシカワ ソウマ 北海道大学 2年

856 吉川 凌矢 ヨシカワ リョウヤ 立命館大学 3年



857 吉永 晃 ヨシナガ アキラ 国士舘大学 4年

858 吉原 佑哉 ヨシハラ ユウヤ 九州大学 4年



No 氏名 ヨミガナ 学校名 学年

1009 池口 いずみ イケグチ イズミ 日本体育大学 3年

1010 武田 結 タケダ ユイ 東北大学 4年

047 天羽 礼 アモウ アヤ 筑波大学 4年

048 飯塚 唯 イイヅカ ユイ 日本体育大学 4年

049 五十嵐 咲季 イガラシ サキ 筑波大学 2年

050 池田 麻貴 イケダ マキ 九州大学 大学院

051 石井 汐里 イシイ シオリ 明治大学 4年

052 石川 寛乃 イシカワ ヒロノ 立命館大学 1年

053 石津 里奈 イシヅ リナ 日本大学 3年

054 今関 優海 イマゼキ ユウミ 東海大学 2年

055 遠藤 彩響 エンドウ アヤネ 順天堂大学 2年

056 大谷 真子 オオタニ マコ 同志社大学 1年

057 岡本 真依 オカモト マイ 東北大学 1年

058 奥田 さわ オクダ サワ 筑波大学 大学院

059 小口 愛海 オグチ ナルミ 東海大学 2年

060 加塩 桃乃 カシオ モモノ 早稲田大学 4年

061 木村 愛海 キムラ マナミ 中部大学 2年

062 国弘 果桜 クニヒロ カオ 立命館大学 3年

063 黒木 李紅 クロキ リク 近畿大学 1年

064 小石川 花梨 コイシカワ カリン 立命館大学 1年

065 小早川 碧海 コハヤカワ アオミ 東海大学 3年

066 近藤 小夏 コンドウ コナツ 日本体育大学 1年

067 佐藤 佳乃 サトウ カノ 筑波大学 2年

068 佐藤 姫夏 サトウ ヒメカ 敬愛大学 2年

069 佐藤 未来 サトウ ミク 筑波大学 3年

070 佐藤 らら サトウ ララ 東海大学 1年

071 白石 怜佳 シライシ レイカ 立命館大学 2年

072 杉本 瑞夏 スギモト ミズカ 花園大学 2年

073 鈴木 陽南子 スズキ ヒナコ 東北大学 1年

074 鈴木 里奈 スズキ リナ 成蹊大学 4年

075 瀬戸 郁美 セト イクミ 順天堂大学 1年

076 竹山 裕美子 タケヤマ ユミコ 同志社大学 2年

077 田中 杏実 タナカ アミ 東京女子体育大学 4年

078 長島 実桜 ナガシマ ミオ 同志社大学 3年

079 長藤 宏美 ナガフジ ヒロミ 大谷大学 3年

080 中村 優里 ナカムラ ユリ 日本体育大学 1年

081 野口 真亜瑠 ノグチ マアル 駒沢女子大学 2年

インカレ女子56名



082 畑中 杏香 ハタナカ キョウカ 大阪体育大学 4年

083 花岡 愛美 ハナオカ アイミ 流通経済大学 1年

084 濱畑 月菜 ハマハタ ツキナ 九州大学 3年

085 原口 朝妃 ハラグチ アサヒ 九州大学 3年

086 樋口 桃 ヒグチ モモ 東京女子体育大学 1年

087 日引 華子 ヒビキ ハナコ 東海大学 3年

088 平 和佳菜 ヒラ ワカナ 東北大学 4年

089 平井 紬希 ヒライ ツムギ 同志社大学 3年

090 藤倉 萌映 フジクラ モエ 福島大学 3年

091 舩木 果南 フナキ カナ 日本体育大学 1年

092 松西 野花 マツニシ ノノカ 北海道大学 3年

093 間部 陽薫 マベ ヒナタ 日本体育大学 1年

094 三須 友莉 ミス ユウリ 日本体育大学 2年

095 水見 春花 ミズミ ハルカ 関西大学 2年

096 森田 愛巳 モリタ アミ 中部大学 2年

097 山田 果歩 ヤマダ カホ 広島大学 3年

098 油井 あまね ユイ アマネ 神奈川工科大学 4年

099 吉田 琉七 ヨシダ ルナ 国士舘 1年

100 渡部 知優 ワタベ チヒロ 日本体育大学 3年


