
No 氏名 ヨミガナ 学年 学校名

001 天羽 礼 アモウ アヤ 筑波大学  4年

002 飯塚 唯 イイヅカ ユイ 日本体育大学  4年

003 池口 いずみ イケグチ イズミ 日本体育大学  3年

004 今関 優海 イマゼキ ユウミ 東海大学  2年

005 奥田 さわ オクダ サワ 筑波大学  大学院

006 加塩 桃乃 カシオ モモノ 早稲田大学  4年

007 近藤 小夏 コンドウ コナツ 日本体育大学  1年

008 田中 杏実 タナカ アミ 東京女子体育大学  4年

009 中村 優里 ナカムラ ユリ 日本体育大学  1年

010 樋口 桃 ヒグチ モモ 東京女子体育大学  1年

011 三須 友莉 ミス ユウリ 日本体育大学  2年

012 山本 侑果 ヤマモト ユウカ 東京都立大学  3年

013 渡部 知優 ワタベ チヒロ 日本体育大学  3年

No 氏名 ヨミガナ 学年 学校名

101 愛波 剛太 アイバ ゴウタ 明治大学 4年

102 岩瀬 大周 イワセ タイシュウ 山梨大学 4年

103 植松 圭吾 ウエマツ ケイゴ 近畿大学 3年

104 内田 健太 ウチダ ケンタ 東京大学 4年

105 大石 一博 オオイシ カズヒロ 中部大学 4年

106 大谷 友哉 オオタニ ユウヤ 日本体育大学 1年

107 大貫 和基 オオヌキ カズキ 同志社大学 3年

108 小川 兼太朗 オガワ ケンタロウ 日本体育大学 2年

109 奥村 悠平 オクムラ ユウヘイ 日本体育大学 3年

110 壁谷 華太 カベヤ カブト 名古屋大学 大学院

111 隈本 主計 クマモト カズエ 日本大学 3年

112 小松 宗平 コマツ シュウヘイ 広島大学 3年

113 斎藤 尭 サイトウ タカシ 広島大学 4年

114 櫻木 敦大 サクラギ アツヒロ 同志社大学 1年

115 佐々木 信 ササキ マコト 日本大学 3年

116 繁澤 快 シゲサワ カイ 日本体育大学 3年

117 立花 匠 タチバナ ショウ 日本体育大学 2年

118 田中 聡 タナカ ソウ 東北大学 大学院

119 玉麻 裕介 タマ ユウスケ 広島大学 3年

個人選手権女子13名

個人選手権男子34名



120 中嶋 将太 ナカジマ ショウタ 日本体育大学 1年

121 中山 雄貴 ナカヤマ ユウキ 広島大学 4年

122 西岡 航生 ニシオカ コウキ 広島大学 3年

123 花岡 秀吾 ハナオカ シュウゴ 日本体育大学 3年

124 浜崎 塁 ハマサキ ルイ 慶応義塾大学 4年

125 平田 颯志 ヒラタ ソウシ 同志社大学 3年

126 平野 雅人 ヒラノ マサト 広島大学 大学院

127 福島 旺 フクシマ アキラ 日本体育大学 2年

128 藤田 海人 フジタ カイト 九州国際大学 4年

129 本多 晴飛 ホンダ ハルヒ 日本体育大学 3年

130 前川 玄武 マエカワ ヒロタケ 広島大学 1年

131 松本 敬之 マツモト ノリユキ 長崎大学 3年

132 室岡 宏彌 ムロオカ コウヤ 東北大学 4年

133 本木 颯人 モトキ ハヤト 日本体育大学 1年

134 山本 築 ヤマモト キズク 日本体育大学 3年



No 氏名 ヨミガナ 学校名 学年

201 房野 菜乃花 フサノ ナノハ 九州大学 2年

202 前田 理紗 マエダ リサ 九州大学 1年

203 川口 鼓子 カワグチ ココ 慶應義塾大学 1年

204 河村 真佑子 カワムラ マユコ 埼玉大学 1年

205 大川 智穂 オオカワ チホ 順天堂大学 1年

206 福井 伶実 フクイ レイミ 成蹊大学 2年

207 堀田 愛 ホッタ アイ 筑波大学 大学院

208 原田 怜 ハラダ レイ 中部大学 2年

209 小山 菫 オヤマ スミレ 東海大学 1年

210 山口 真由子 ヤマグチ マユコ 東京学芸大学 1年

211 飛鳥馬 千帆 アスマ チホ 東京女子体育大学 1年

212 山田 果歩 ヤマダ カホ 広島大学 3年

213 福政 佳奈 フクマサ カナ 北海道大学 3年

214 丹波 ちひろ タンバ チヒロ 立命館大学 4年

215 楢村 彩莉 ナラムラ アイリ 立命館大学 1年

216 橋本 沙彩 ハシモト サヤ 立命館大学 1年

217 齋藤 夏生 サイトウ ナツキ 早稲田大学 4年

218 廣田 侑香 ヒロタ ユウカ 早稲田大学 2年

個人オープン女子18名



No 氏名 ヨミガナ 学校名 学年

301 宮内 馨一朗 ミヤウチ ケイイチロウ 愛媛大学 4年

302 大谷 洸太 オオタニ コウタ 大阪体育大学 2年

303 千賀 優樹 センガ ユウキ 大阪体育大学 2年

304 乾 遥希 イヌイ ハルキ 学習院大学 3年

305 小俣 海渡クリスナ オマタ カイトクリスナ 学習院大学 3年

306 齋藤 一心 サイトウ イッシン 学習院大学 2年

307 今里 陽士 イマザト ハルト 神奈川大学 3年

308 高井 遥 タカイ ハルカ 神奈川大学 1年

309 長島 翔太 ナガシマ ショウタ 神奈川大学 2年

310 濱 魁人 ハマ カイト 神奈川大学 2年

311 堀 真人 ホリ マサト 神奈川大学 3年

312 松澤 恭佑 マツザワ キョウスケ 神奈川大学 2年

313 山﨑 太良 ヤマザキ タイラ 神奈川大学 2年

314 山田 直哉 ヤマダ ナオヤ 神奈川大学 2年

315 加藤 颯人 カトウ ハヤト 関西大学 2年

316 加茂 友太 カモ ユウタ 関西大学 3年

317 廣瀬 良 ヒロセ リョウ 関西大学 4年

318 越智 光輝 オチ コウキ 近畿大学 4年

319 小山 莉生 コヤマ リキ 近畿大学 1年

320 近藤 佑樹 コンドウ ユウキ 近畿大学 3年

321 杉谷 幹登 スギタニ カント 近畿大学 3年

322 関川 慧 セキガワ サトシ 近畿大学 2年

323 冨田 雄貴 トミタ ユウキ 近畿大学 3年

324 堀内 樹己 ホリウチ タツキ 近畿大学 2年

325 村枝 雅史 ムラエダ マサシ 近畿大学 4年

326 山口 大星 ヤマグチ タイセイ 近畿大学 1年

327 吉野 陽登 ヨシノ ハルト 近畿大学 3年

328 渡邉 龍太朗 ワタナベ リュウタロウ 近畿大学 1年

329 野田 脩人 ノダ シュウト 九州大学 2年

330 高石 萩 タカイシ シュウ 駒澤大学 2年

331 畔上 貴嗣 アゼウエ タカツグ 慶應義塾大学 3年

332 稲垣 尚 イナガキ タカシ 慶應義塾大学 3年

333 猪原 昂大 イノハラ コウダイ 慶應義塾大学 2年

334 竹内 新 タケウチ アラタ 慶應義塾大学 3年

335 中村 一太 ナカムラ イチタ 慶應義塾大学 1年

336 水上 陽日 ミズカミ ユイ 慶應義塾大学 2年

337 岡崎 唯人 オカザキ ユイト 国士舘大学 2年

個人オープン男子158名



338 木内 悠斗 キウチ ユウト 国士舘大学 3年

339 島田 壮大郎 シマダ ソウタロウ 国士舘大学 2年

340 関 丈 セキ ジョウ 国士舘大学 1年

341 田中 陸人 タナカ リクト 国士舘大学 1年

342 寺尾 幸太朗 テラオ コウタロウ 国士舘大学 1年

343 平出 晃大 ヒライデ コウダイ 国士舘大学 1年

344 松本 大門 マツモト ヒロト 国士舘大学 1年

345 和田 佳士 ワダ ケイト 国士舘大学 2年

346 渡邊 駿 ワタナベ シュン 国士舘大学 1年

347 鈴木 薫 スズキ カオル 順天堂大学 1年

348 高城 創 タカギ ソウ 順天堂大学 3年

349 可兒 幸大 カニ コウダイ 信州大学 2年

350 市村 友玖 イチムラ ユウキ 千葉大学 4年

351 小島 翔斗 コジマ ショウト 千葉大学 3年

352 植野 悠大 ウエノ ユウタ 大東文化大学 2年

353 大川内 尊 オオカワチ タケル 大東文化大学 2年

354 中野 佑哉 ナカノ ユウヤ 大東文化大学 1年

355 畠山 俊輔 ハタケヤマ シュンスケ 大東文化大学 1年

356 二上 達也 フタガミ タツヤ 中央大学 2年

357 安藤 佳祐 アンドウ ケイスケ 中部大学 2年

358 石原 虎之介 イシハラ トラノスケ 中部大学 1年

359 植田 健人 ウエダ ケント 中部大学 2年

360 上村 洸太 ウエムラ コウタ 中部大学 1年

361 上手 将太 ウワテ ショウタ 中部大学 1年

362 岡崎 太郎 オカザキ タロウ 中部大学 2年

363 小川 瑞生 オガワ ミズキ 中部大学 1年

364 桂 佑太 カツラ ユウタ 中部大学 2年

365 河村 祐士 カワムラ ユウシ 中部大学 1年

366 木下 翔生 キノシタ ショウキ 中部大学 1年

367 熊崎 大地 クマザキ ダイチ 中部大学 2年

368 柴田 祐希 シバタ ユウキ 中部大学 1年

369 鈴木 颯斗 スズキ ハヤト 中部大学 1年

370 中小路 匠 ナカコウジ タクミ 中部大学 1年

371 永田 健輔 ナガタ ケンスケ 中部大学 2年

372 西田 鉄平 ニシダ テッペイ 中部大学 1年

373 光法 快 ミツノリ カイ 中部大学 2年

374 森 隼人 モリ ハヤト 中部大学 1年

375 山崎 晃平 ヤマザキ コウヘイ 中部大学 1年

376 山下 開世 ヤマシタ カイセイ 中部大学 2年



377 和田 真宙 ワダ マヒロ 中部大学 1年

378 有田 隼 アリタ シュン 東海大学 2年

379 小林 野亜 コバヤシ ノア 東海大学 2年

380 通山 航 トオリヤマ ワタル 東海大学 2年

381 新田 有之介 ニッタ ユウノスケ 東海大学 2年

382 濱野 圭佑 ハマノ ケイスケ 東海大学 2年

383 福嶌 海人 フクシマ カイト 東海大学 1年

384 堀井 舜平 ホリイ シュンペイ 東海大学 3年

385 森田 柊司 モリタ シュウジ 東海大学 3年

386 吉澤 拓未 ヨシザワ タクミ 東海大学 3年

387 吉原 純 ヨシハラ ジュン 東海大学 4年

388 山口 太誠 ヤマグチ タイセイ 東京海洋大学 1年

389 新奥 孝太 シンオク コウタ 東京工業高専 2年

390 桑原 知也 クワバラ トモヤ 東京工業大学 3年

391 小林 基晃 コバヤシ モトアキ 東京工業大学 4年

392 瀬谷 巧 セヤ コウ 東京工業大学 1年

393 安井 聡 ヤスイ サトシ 東京工業大学 3年

394 菊池 陽佑 キクチ ヨウスケ 東京大学 2年

395 佐藤 真生 サトウ マオ 東京大学 4年

396 前多 祐輝 マエダ ユウキ 東京大学 2年

397 森嶋 良太 モリシマ リョウタ 東京理科大学 2年

398 山口 陽誠 ヤマグチ ヨウセイ 東京理科大学 1年

399 石坂 知裕 イシサカ トモヒロ 東北大学 1年

400 犬井 信尊 イヌイ ノブタカ 東北大学 1年

401 木村 隆也 キムラ タカヤ 東北大学 3年

402 熊谷 優希 クマガイ ユウキ 東北大学 1年

403 箱田 千陽 ハコダ チハル 東北大学 1年

404 平田 陸斗 ヒラタ リクト 東北大学 4年

405 藤嶋 大紀 フジシマ タイキ 東北大学 3年

406 前嶋 康太 マエジマ コウタ 東北大学 1年

407 丸山 一樹 マルヤマ カズキ 東北大学 1年

408 矢田目 和弥 ヤタメ カズヤ 東北大学 1年

409 吉武 凌 ヨシタケ リョウ 東北大学 3年

410 岸本 晋平 キシモト シンペイ 同志社大学 2年

411 竹之内 駿希 タケノウチ シュンキ 同志社大学 1年

412 長谷川 隆朗 ハセガワ タカアキ 同志社大学 4年

413 福寿 弘海 フクジュ ヒロウミ 同志社大学 2年

414 前田 諒飛 マエダ アサヒ 同志社大学 1年

415 嶺岸 和主也 ミネギシ カズヤ 同志社大学 1年



416 山本 十士 ヤマモト トオジ 同志社大学 1年

417 平林 翼 ヒラバヤシ ツバサ 日本大学 1年

418 吉見 直樹 ヨシミ ナオキ 日本大学 4年

419 赤木 大誠 アカギ タイセイ 広島大学 3年

420 磯部 健太郎 イソベ ケンタロウ 広島大学 3年

421 岡田 俊介 オカダ シュンスケ 広島大学 1年

422 三枝 竜輔 サエグサ リュウスケ 広島大学 1年

423 中原 知章 ナカハラ トモアキ 広島大学 3年

424 春兼 宗生 ハルカネ ムネオ 広島大学 2年

425 樋口 翼 ヒグチ ツバサ 広島大学 1年

426 峰松 優真 ミネマツ ユウマ 広島大学 2年

427 吉村 峻 ヨシムラ シュン 広島大学 2年

428 幸内 涼馬 コウナイ リョウマ 法政大学 1年

429 山本 至起 ヤマモト シキ 法政大学 1年

430 青木 優喜斗 アオキ ユキト 明治大学 2年

431 井上 達博 イノウエ タツヒロ 明治大学 3年

432 枝川 大祐 エダカワ ダイスケ 明治大学 2年

433 小川 貴教 オガワ タカノリ 明治大学 3年

434 掛川 慈瑛 カケガワ ジエイ 明治大学 4年

435 栗原 晴生 クリハラ ハルキ 明治大学 1年

436 小林 映輝 コバヤシ エイキ 明治大学 1年

437 酒井 絃 サカイ ゲン 明治大学 2年

438 豊田 大知 トヨダ ダイチ 明治大学 2年

439 藤巻 陽介 フジマキ ヨウスケ 明治大学 2年

440 増澤 陽 マスザワ ヨウ 明治大学 4年

441 三澤 翔大 ミサワ ショウタ 明治大学 1年

442 守谷 汐颯 モリヤ シリュウ 明治大学 1年

443 渡辺 貴大 ワタナベ タカヒロ 明治大学 3年

444 笠原 凜 カサハラ リン 横浜国立大学 1年

445 芝 龍一 シバ リュウイチ 横浜国立大学 1年

446 中山 祥貴 ナカヤマ ヨシキ 横浜国立大学 大学院

447 山口 智也 ヤマグチ トモヤ 横浜国立大学 4年

448 鷲尾 卓 ワシオ タク 横浜国立大学 3年

449 市川 光 イチカワ ヒカル 立命館大学 3年

450 大場 龍成 オオバ リュウセイ 立命館大学 1年

451 織田 幹太 オダ カンタ 立命館大学 2年

452 嶋村 朗 シマムラ アキラ 立命館大学 2年

453 白藤 大輝 シラフジ ダイキ 立命館大学 3年

454 髙橋 勇翔 タカハシ ユウト 立命館大学 1年



455 夏井 智隆 ナツイ トモタカ 立命館大学 3年

456 平原 幹太 ヒラハラ カンタ 立命館大学 3年

457 遠藤 煕隆 エンドウ テルタカ 早稲田大学 2年

458 吉田 太一 ヨシダ タイチ 早稲田大学 1年



No 氏名 ヨミガナ 学年 学校名

501 小野 史佳 オノ フミカ 1年

502 平 和佳菜 ヒラ ワカナ 3年

503 渡邊 果子 ワタナベ カコ 1年

504 清水 璃乃 シミズ リノ 3年

505 竹山 裕美子 タケヤマ ユミコ 2年

506 平井 紬希 ヒライ ツムギ 3年

507 池口 いずみ イケグチ イズミ 3年

508 舩木 果南 フナキ カナ 1年

509 間部 陽薫 マベ ヒナタ 1年

510 国弘 果桜 クニヒロ カオ 3年

511 小石川 花梨 コイシカワ カリン 1年

512 白石 怜佳 シライシ レイカ 2年

No 氏名 ヨミガナ 学年 学校名

601 植松 圭吾 ウエマツ ケイゴ 3年

602 小原 壮貴 コバラ ソウキ 4年

603 峯俊 友哉 ミネトシ ユウヤ 4年

604 緒方 幹久 オガタ ミキヒサ 3年

605 小林 諒祐 コバヤシ リョウスケ 大学院

606 安田 大河 ヤスダ タイガ 3年

607 犬井 信尊 イヌイ ノブタカ 1年

608 熊谷 優希 クマガイ ユウキ 1年

609 丸山 一樹 マルヤマ カズキ 1年

610 岡田 空大 オカダ タカト 2年

611 原口 大空 ハラグチ ヒロタカ 4年

612 山本 陽介 ヤマモト ヨウスケ 3年

613 小川 颯斗 オガワ ハヤト 4年

614 甲斐 瑠夏 カイ ルカ 4年

615 藤部 武文 トウベ タケフミ 4年

616 北村 則紀 キタムラ ノリキ 4年

617 舎川 雄二朗 トネガワ ユウジロウ 4年

618 堀越 一気 ホリコシ イッキ 4年

619 青山 幸平 アオヤマ コウヘイ 3年

620 白藤 大輝 シラフジ ダイキ 3年

621 中野 雄大 ナカノ ユウダイ 3年

チームTT選手権女子12名

立命館大学

チームTT選手権男子21名

近畿大学

九州大学

東北大学

同志社大学

日本体育大学

法政大学

東北大学

同志社大学

日本体育大学

立命館大学



No 氏名 ヨミガナ 学校名 学年 チーム名

701 大谷 真子 オオタニ マコ 同志社大学 1年

702 黒木 李紅 クロキ リク 近畿大学 1年

703 水見 春花 ミズミ ハルカ 関西大学 2年

704 奥田 さわ オクダ サワ 筑波大学 大学院

705 柴田 葵 シバタ アオイ 筑波大学 1年

706 堀田 愛 ホッタ アイ 筑波大学 大学院

707 染野 あかり ソメノ アカリ 中央大学 3年

708 高野 美海 タカノ ミウ 中央大学 3年

709 米澤 佳那子 ヨネザワ カナコ 法政大学 1年

710 五十嵐 咲季 イガラシ サキ 筑波大学 2年

711 佐藤 佳乃 サトウ カノ 筑波大学 2年

712 佐藤 未来 サトウ ミク 筑波大学 3年

713 飯塚 唯 イイヅカ ユイ 日本体育大学 4年

714 石井 汐里 イシイ シオリ 明治大学 4年

715 武田 結 タケダ ユイ 東北大学 4年

716 池田 麻貴 イケダ マキ 九州大学 大学院

717 濱畑 月菜 ハマハタ ツキナ 九州大学 3年

718 原口 朝妃 ハラグチ アサヒ 九州大学 3年

719 遠藤 彩響 エンドウ アヤネ 順天堂大学 2年

720 肥田 夏美 ヒダ ナツミ 順天堂大学 3年

721 和田 彩夏 ワダ アヤカ 順天堂大学 2年

722 石津 里奈 イシヅ リナ 日本大学 3年

723 日引 華子 ヒビキ ハナコ 東海大学 3年

724 山本 侑果 ヤマモト ユウカ 東京都立大学 3年

ユイチャンス゛

完熟フレッシュ

給料日

世界三大美女+私

チームTTオープン女子24名

あまりものアソート

いちねんちぇい☆

オーガニック系呪術海鮮

みくさんと愉快なペットたち



No 氏名 ヨミガナ 学校名 性別 チーム名 ウェーブ

801 内田 秀志 ウチダ シュウジ 関西大学 男 1

802 杜 博龍 ト ハクリュウ 関西大学 男 1

803 牧田 雄佑 マキタ ユウスケ 関西大学 男 1

804 神山 友宏 カミヤマ トモヒロ 国士舘大学 男 1

805 木内 悠斗 キウチ ユウト 国士舘大学 男 1

806 春山 岳雄 ハルヤマ タケオ 国士舘大学 男 1

807 福寿 弘海 フクジュ ヒロウミ 同志社大学 男 1

808 岸本 晋平 キシモト シンペイ 同志社大学 男 1

809 松岡 佑輝 マツオカ ユウキ 同志社大学 男 1

810 岡崎 唯人 オカザキ ユイト 国士舘大学 男 1

811 本道 祥太 ホンドウ ショウタ 国士舘大学 男 1

812 和田 佳士 ワダ ケイト 国士舘大学 男 1

813 井上 龍一 イノウエ リュウイチ 大阪体育大学 男 1

814 北村 英心 キタムラ エイシン 大阪体育大学 男 1

815 森井泉 想太 モリイズミ ソウタ 大阪体育大学 男 1

816 栗山 卓也 クリヤマ タクヤ 東北大学 男 1

817 須賀 亮太 スガ リョウタ 東北大学 男 1

818 町田 圭吾 マチダ ケイゴ 東北大学 男 1

819 関 丈 セキ ジョウ 国士舘大学 男 1

820 平出 晃大 ヒライデ コウダイ 国士舘大学 男 1

821 渡邊 駿 ワタナベ シュン 国士舘大学 男 1

822 岩尾 健吾 イワオ ケンゴ 九州大学 男 1

823 園田 拓也 ソノダ タクヤ 九州大学 男 1

824 森田 健志 モリタ タケシ 九州大学 男 1

チームTTオープン男子141名

#あかん阪神優勝してまう？

#チームとは

13周!12 周!11周!

3匹のデグー

let it be

team.lab畜〜明日も実験〜

アブドミナル

いわお介護係



825 江田 祐太朗 エダ ユウタロウ 神奈川大学 男 1

826 紙本 英悟 カミモト エイゴ 神奈川大学 男 1

827 舟橋 和哉 フナハシ カズヤ 神奈川大学 男 1

828 櫻庭 大騎 サクラバ ダイキ 東北大学 男 1

829 田代 初 タシロ ハジメ 東北大学 男 1

830 北條 雄大 ホウジョウ ユウダイ 東北大学 男 1

831 千賀 優樹 センガ ユウキ 大阪体育大学 男 1

832 園田 純也 ソノダ ジュンヤ 大阪体育大学 男 1

833 溝端 一真 ミゾバタ カズマ 大阪体育大学 男 1

834 草野 和人 クサノ カズヒト 広島大学 男 1

835 廣本 慎吾 ヒロモト シンゴ 広島大学 男 1

836 藤崎 陽向 フジサキ ヒナタ 広島大学 男 1

837 乾 遥希 イヌイ ハルキ 学習院大学 男 1

838 小俣 海渡クリスナ オマタ カイトクリスナ 学習院大学 男 1

839 齋藤 一心 サイトウ イッシン 学習院大学 男 1

840 大谷 達朗 オオタニ タツロウ 九州大学 男 1

841 高取 草太 タカトリ ソウタ 九州大学 男 1

842 吉原 佑哉 ヨシハラ ユウヤ 九州大学 男 1

843 奥村 康司 オクムラ コウシ 立教大学 男 1

844 武田 陸 タケダ リク 早稲田大学 男 1

845 星子 涼香 ホシコ スズカ 早稲田大学 女 1

846 大城 駿 オオシロ シュン 筑波大学 男 2

847 小林 颯人 コバヤシ ハヤト 筑波大学 男 2

848 渡邊 涼太 ワタナベ リョウタ 筑波大学 男 2

849 開崎 颯一郎 カイザキ ソウイチロウ 関西大学 男 2

850 土田 陸雄 ツチダ リクオ 関西大学 男 2

しんちゃんとお友達

タカトリマンを送る会

チームNKRMN

チームこば

チーム雪見だいふく半分もらいます

しゃらくせぇ連盟

オールラウンドサークル

お千葉さんをロン毛にする会

くるくるとストレートと中間



851 三原 孝太郎 ミハラ コウタロウ 関西大学 男 2

852 板垣 和寿 イタガキ カズトシ 横浜国立大学 男 2

853 中山 祥貴 ナカヤマ ヨシキ 横浜国立大学 男 2

854 山口 智也 ヤマグチ トモヤ 横浜国立大学 男 2

855 藤嶋 大紀 フジシマ タイキ 東北大学 男 2

856 山内 涼太郎 ヤマウチ リョウタロウ 東北大学 男 2

857 吉武 凌 ヨシタケ リョウ 東北大学 男 2

858 杉谷 幹登 スギタニ カント 近畿大学 男 2

859 関川 慧 セキガワ サトシ 近畿大学 男 2

860 村枝 雅史 ムラエダ マサシ 近畿大学 男 2

861 川崎 湧至 カワサキ ユウシ 東北大学 男 2

862 田中 聡 タナカ ソウ 東北大学 男 2

863 山本 衛 ヤマモト マモル 東北大学 男 2

864 近藤 佑樹 コンドウ ユウキ 近畿大学 男 2

865 堀内 樹己 ホリウチ タツキ 近畿大学 男 2

866 吉野 陽登 ヨシノ ハルト 近畿大学 男 2

867 西畑 千晴 ニシハタ チハル 関西大学 女 2

868 廣瀬 良 ヒロセ リョウ 関西大学 男 2

869 吉村 暢高 ヨシムラ ノブタカ 関西大学 男 2

870 石山 隼 イシヤマ ハヤト 筑波大学 男 2

871 太田 尚都 オオタ ナオト 筑波大学 男 2

872 権太 祐樹 ゴンダ ユウキ 筑波大学 男 2

873 石川 寛乃 イシカワ ヒロノ 立命館大学 女 2

874 市川 光 イチカワ ヒカル 立命館大学 男 2

875 嶋村 朗 シマムラ アキラ 立命館大学 男 2

876 今泉 正太郎 イマイズミ ショウタロウ明治大学 男 2

下僕とご令嬢

学歴3年

とんかつ福助

ニビジム

バキバキ腰痛お猿さんクラブ

ビッグブルー

ひろぽんの逆襲

ミクさん、滞納金38631円、至急権太へ

チーム雪見だいふく半分もらいます

ちぎれくんちぎれないでね



877 掛川 慈瑛 カケガワ ジエイ 明治大学 男 2

878 増澤 陽 マスザワ ヨウ 明治大学 男 2

879 大貫 和基 オオヌキ カズキ 同志社大学 男 2

880 筒井 晴太 ツツイ ハルタ 同志社大学 男 2

881 前田 諒飛 マエダ アサヒ 同志社大学 男 2

882 海津 達也 カイヅ タツヤ 日本大学 男 2

883 宮下 修 ミヤシタ シュウ 日本大学 男 2

884 山﨑 新太 ヤマサキ アラタ 日本大学 男 2

885 佐々木 信 ササキ マコト 日本大学 男 2

886 根本 和弥 ネモト カズヤ 日本大学 男 2

887 吉見 直樹 ヨシミ ナオキ 日本大学 男 2

888 小山 莉生 コヤマ リキ 近畿大学 男 2

889 山口 大星 ヤマグチ タイセイ 近畿大学 男 2

890 渡邉 龍太朗 ワタナベ リュウタロウ 近畿大学 男 2

891 朝山 凌 アサヤマ リョウ 同志社大学 男 2

892 岡本 達也 オカモト タツヤ 同志社大学 男 2

893 長谷川 隆朗 ハセガワ タカアキ 同志社大学 男 2

894 中野 陽太 ナカノ ヒナタ 早稲田大学 男 3

895 中村 雄飛 ナカムラ ユウヒ 青山学院大学 男 3

896 山口 洋祐 ヤマグチ ヨウスケ 早稲田大学 男 3

897 桑原 知也 クワバラ トモヤ 東京工業大学 男 3

898 後野 陸斗 ゴノ リクト 東京工業大学 男 3

899 小林 基晃 コバヤシ モトアキ 東京工業大学 男 3

900 石原 暉生 イシハラ コウキ 中央大学 男 3

901 伊藤 尚輝 イトウ ナオキ 東京農工大学 男 3

902 植村 輝 ウエムラ ヒカル 法政大学 男 3

学歴3年

極道♡天下組

金町トライアスロンクラブ日大支部

限界を超えろ

紅茶をキメた紳士たちの特攻型パンジャン

国宝パッパラパー

三上さん

三度目の正直

実録!!ジュラシック○ールド



903 鈴木 陽久 スズキ ハルヒサ 東北大学 男 3

904 平田 陸斗 ヒラタ リクト 東北大学 男 3

905 室岡 宏彌 ムロオカ コウヤ 東北大学 男 3

906 加茂 友太 カモ ユウタ 関西大学 男 3

907 畑 玲音 ハタ レオン 関西大学 男 3

908 加藤 颯人 カトウ ハヤト 関西大学 男 3

909 竹之内 駿希 タケノウチ シュンキ 同志社大学 男 3

910 嶺岸 和主也 ミネギシ カズヤ 同志社大学 男 3

911 山本 十士 ヤマモト トオジ 同志社大学 男 3

912 新田 夏暉 ニッタ ナツキ 東京大学 男 3

913 内田 健太 ウチダ ケンタ 東京大学 男 3

914 可兒 幸大 カニ コウダイ 信州大学 男 3

915 小林 正陽 コバヤシ セイヨウ 九州大学 男 3

916 坂上 慎一 サカウエ シンイチ 九州大学 男 3

917 野田 脩人 ノダ シュウト 九州大学 男 3

918 鈴木 薫 スズキ カオル 順天堂大学 男 3

919 高城 創 タカギ ソウ 順天堂大学 男 3

920 豊嶋 真生 トヨシマ マサキ 順天堂大学 男 3

921 土江 巧真 ドエ タクマ 立命館大学 男 3

922 牧田 竜明 マキタ タツアキ 立命館大学 男 3

923 山田 侑翼 ヤマダ ユウスケ 立命館大学 男 3

924 池亀 晃 イケカメ アキラ 法政大学 男 3

925 佐浦 一久 サウラ カズヒサ 法政大学 男 3

926 引地 勇二 ヒキチ ユウジ 法政大学 男 3

927 越智 光輝 オチ コウキ 近畿大学 男 3

928 坊 紳 ボウ シン 近畿大学 男 3渡邊の刃 無限浪人編

新星イマデガワーズ

新田を囲う会

聖闘士☆九大

青春

全員クリスマス予定空いてます!

只今、就活中。御社!御社!

巡航20キロ

食べんといてや!



929 渡邊 直樹 ワタナベ ナオキ 近畿大学 男 3

930 木元 悠太 キモト ユウタ 東北大学 男 3

931 高井 俊太朗 タカイ シュンタロウ 東北大学 男 3

932 水野 岳 ミズノ タケル 東北大学 男 3

933 石橋 多郎 イシバシ タロウ 東北大学 男 3

934 神邑 優輔 カミムラ ユウスケ 東北大学 男 3

935 千葉 修 チバ オサム 東北大学 男 3

936 小島 駿亮 コジマ シュンスケ 筑波大学 男 3

937 篠原 奎梧 シノハラ ケイゴ 筑波大学 男 3

938 蓮沼 優大 ハスヌマ ユウダイ 筑波大学 男 3

939 秋田 佳輝 アキタ ヨシキ 法政大学 男 3

940 新奥 孝太 シンオク コウタ 東京工業高専 男 3

941 二上 達也 フタガミ タツヤ 中央大学 男 3

渡邊の刃 無限浪人編

八木山イーグルス

毛刈り隊・農学研究科ブロック

陽気なドードリオ

陸しか勝たん


