
個人オープン女子
RACENO 氏名 年齢 学校名

101 安藤 さりい 19 国士舘大学
102 伊藤 悠理 20 立教大学
103 井上 知紗 19 東海大学
104 奥田 ひかり 18 関西大学
105 金澤 久美 21 大東文化大学
106 川崎 あやね 19 日本体育大学
107 菅近 優菜 19 東京女子体育大学
108 木下 楓 18 成城大学
109 倉澤 葵 20 東京女子体育大学
110 栗林 莉穂 19 国士舘大学
111 佐藤 千明 20 日本大学
112 佐藤 美樹 18 学習院大学
113 柴田 彩瑛 18 立命館大学
114 舘野 ひなた 20 お茶の水女子大学
115 出水 菜央 19 近畿大学
116 濱田 莉紗 20 日本大学
117 早島 菜摘 19 日本大学
118 松井 悠理 20 立命館大学
119 丸山 夏実 20 筑波大学
120 宮内 朝穂 20 東海大学
121 八掛 由起子 18 学習院大学

個人オープン男子
201 秋山 圭佑 19 中京大学
202 秋山 大地 21 日本大学
203 淺野 雄大 19 東北大学
204 阿竹 隼耶 20 学習院大学
205 阿部 尚弥 18 東京農業大学
206 雨宮 大雅 20 東北大学
207 安藤 友人 21 東京大学
208 井池 祐貴 19 同志社大学
209 飯田 拓実 20 学習院大学
210 池谷 拓馬 18 東北大学
211 石川 恵也 19 日本大学
212 石川 雅章 20 東北大学
213 石川 瑞生 18 明治大学
214 石毛 渉吾 19 中央大学
215 石崎 貴弘 19 日本体育大学
216 石田 有樹 18 関西大学
217 石田 涼 19 大阪体育大学
218 石橋 拓己 19 東海大学
219 石村 広海 18 近畿大学
220 伊藤 和揮 18 立命館大学
221 井上 久徳 20 横浜国立大学
222 井上 裕介 19 東海大学
223 今村 栞路 19 近畿大学
224 伊本 聖史 20 日本大学
225 岩下 剛士 19 国士舘大学
226 上原 征大 22 横浜国立大学
227 内海 景太 19 近畿大学
228 梅津 明大 18 明治大学
229 浦山 大智 18 東海大学
230 大倉 一敏 19 同志社大学
231 大倉 拓也 20 関西大学
232 太田 尭良 18 明治大学
233 大田 義之 19 法政大学
234 岡島 琢也 20 一橋大学
235 岡田 真治 20 明治大学



236 岡田 惣文 18 国士舘大学
237 岡本 澪 18 東海大学
238 小口 雅徳 21 神奈川大学
239 奥村 悠樹 19 同志社大学
240 小栗 拳希 21 神奈川大学
241 尾関 信一郎 18 近畿大学
242 小野 拓巳 19 大東文化大学
243 梶間 将人 18 法政大学
244 柏原 侑輝 21 東海大学
245 嘉瀬 峻介 18 山形大学
246 片桐 和真 20 慶應義塾大学
247 片山 健太 20 東北大学
248 加藤 駿 20 日本体育大学
249 加藤 寛己 19 日本大学
250 金辻 大輝 20 立命館大学
251 河合 祥揮 19 立命館大学
252 川名 喜之 19 中央大学
253 川村 優太 18 中央大学
254 菊池 颯人 19 国士舘大学
255 木口 僚 22 近畿大学
256 北原 拓也 19 大東文化大学
257 木村 一誠 19 明治大学
258 熊谷 祐介 19 東北大学
259 倉田 育実 19 愛知大学
260 倉田 啓介 19 中京大学
261 栗間 雄太郎 20 東海大学
262 高 壮一郎 19 明治大学
263 古賀 晶典 19 慶応義塾大学
264 越部 真 20 学習院大学
265 小島 大輔 21 大東文化
266 小菅 雄太郎 21 横浜国立大学
267 小西 大助 21 同志社大学
268 小林 樹 18 横浜国立大学
269 小林 直樹 20 神奈川大学
270 小林 佑太郎 21 日本大学
271 近藤 宏紀 21 中部大学
272 齊藤 彰悟 21 国士舘大学
273 榊 壮一郎 18 東京農業大学
274 榊原 龍之介 21 明星大学
275 阪田 暁 19 東京大学
276 櫻井 琢也 19 関西大学
277 佐藤 当 19 立命館大学
278 佐藤 洋良 19 愛知大学
279 佐藤 優人 21 東海大学
280 澤田 和貴 20 日本大学
281 澤邉 佑介 20 立命館大学
282 清水 崇行 19 立命館大学
283 下里 雅樹 19 東海大学
284 白川 泰平 20 筑波大学
285 進藤 誠人 18 東海大学
286 鈴木 麻斗 20 慶應義塾大学
287 鈴木 航平 18 早稲田大学
288 鈴木 徹哉 18 中部大学
289 瀬戸 葵 20 日本大学
290 泰居 晋之 21 日本大学
291 高尾 秀平 20 国士舘大学
292 高嶋 大翔 19 慶應義塾大学
293 高鳥 友樹 19 横浜国立大学
294 高橋 快 20 立命館大学



295 高橋 颯太朗 18 国士舘大学
296 高橋 大地 18 中部大学
297 高橋 拓夢 18 東海大学
298 高橋 徹 19 東海大学
299 高橋 広樹 20 近畿大学
300 高橋 凌 18 神奈川大学
301 高藤 友穂 19 近畿大学
302 武井 蓮 20 慶應義塾大学
303 竹内 友哉 18 同志社大学
304 竹内 祐太朗 18 早稲田大学
305 田中 皓大 18 筑波大学
306 谷本 惇一 23 東北大学
307 陳 偉信 20 早稲田大学
308 千葉 健介 20 北海道大学
309 千葉 拓弥 20 東北大学
310 塚本 耀 19 明治大学
311 築野 晃 19 横浜国立大学
312 角替 俊輔 20 東北大学
313 露木 航 20 慶應義塾大学
314 手塚 達也 19 慶應義塾大学
315 寺田 祐輝 18 国士舘大学
316 戸田 啓太 19 一橋大学
317 豊田 直樹 19 近畿大学
318 永井 馨 19 日本大学
319 中川 太郎 20 東北大学
320 中嶋 克修 18 日本体育大学
321 中嶋 直大 21 広島大学
322 中田 大貴 19 横浜国立大学
323 永田 雄大 19 愛知大学
324 中西 篤志 18 大阪体育大学
325 中野 瞭太 19 東北大学
326 中村 航規 19 中部大学
327 中村 拓登 20 慶應義塾大学
328 中森 円 22 近畿大学
329 成田 遼 19 早稲田大学
330 丹尾 健太郎 18 関西大学
331 西内 涼 20 同志社大学
332 西島 佑輔 19 明治大学
333 西條 祥 19 東京大学
334 西山 賢 22 北海道大学
335 野崎 雄太 18 同志社大学
336 乗松 慶行 19 東京大学
337 橋本 涼 19 早稲田大学
338 鳩野 希良 21 明治
339 羽鳥 寛人 19 法政大学
340 浜中 洋貴 19 大阪体育大学
341 林 拓真 21 愛知大学
342 早瀬 太朗 20 中部大学
343 原田 龍成 21 中京大学
344 原山 拓巳 18 中部大学
345 春名 柾局 23 関西大学
346 伴野 幹久 18 慶應義塾大学
347 比企野 創典 20 中央大学
348 平墳 一真 20 愛知大学
349 平松 建人 19 東北大学
350 弘実 翔 21 法政大学
351 福田 紘太 18 近畿大学
352 福家 脩平 19 日本体育大学
353 藤井 大地 21 明星大学



354 藤木 大貴 18 近畿大学
355 藤瀬 圭輔 20 中京大学
356 藤田 一成 19 中京大学
357 法寿庵 諄 20 同志社大学
358 星野 堅人 20 神奈川大学
359 本多 健太郎 19 横浜国立大学
360 前田 祐輝 22 関西大学
361 槇 颯也 19 中京大学
362 増田 涼佑 20 東北大学
363 松尾 拓 18 法政大学
364 松島 鋭 18 大東文化大学
365 松田 一朗 19 大阪体育大学
366 松野 文彬 18 広島大学
367 水野 倫太郎 19 慶應義塾大学
368 南正覚 玄 21 明治大学
369 南出 充彦 21 横浜国立大学
370 美濃 耀介 20 早稲田大学
371 宮崎 健太 20 明治大学
372 宮田 達也 18 神奈川大学
373 宮武 洋平 21 立命館大学
374 宮本 紘夢 18 立命館大学
375 宮本 悠希 20 中部大学
376 向田 真 20 明治大学
377 虫賀 誠悟 19 中部大学
378 宗原 卓海 20 東北大学
379 村田 賢太郎 20 国士舘大学
380 村松 健太郎 19 明治大学
381 森 亮太 20 筑波大学
382 森井 拓哉 21 東京大学
383 森川 拓未 19 中部大学
384 森脇 正太 19 法政大学
385 安田 吉宏 21 神奈川大学
386 山崎 拓冬 19 近畿大学
387 山下 航平 18 中央大学
388 山下 幹人 19 中部大学
389 山田 全 21 近畿大学
390 山田 大暁 19 愛知大学
391 山本 春海 18 東北大学
392 山本 真大 20 慶應義塾大学
393 山本 芽張 18 中部大学
394 吉川 昌慶 22 中部大学
395 吉澤 哲也 18 神奈川大学
396 吉田 隼人 20 順天堂大学
397 吉野 雄太 20 明治大学
398 和田 恵歩 19 大阪体育大学
399 和田 悠佑 19 神奈川大学

個人選手権女子
RACENO 氏名 年齢 学校名

401 石ヶ谷 侑季 20 東北大学
402 大野 愛理 18 大東文化大学
403 木田 喜愛 19 東京女子体育大学
404 木下 涼風 20 日本女子大学
405 工藤 彩音 19 東京女子体育大学
406 市東 実香 22 明星大学
407 鈴木 菜摘 21 中部大学
408 瀬尾 美琴 20 東京女子体育大学
409 田中 真奈 22 関西大学
410 野町 真名実 19 早稲田大学



411 波多江 苑子 20 同志社女子大学
412 松山 千紘 19 日本体育大学
413 甘粕恵美 20 日本体育大学

個人選手権女子男子
500 阿久津 将 23 和光大学
501 浅海 健太 20 東海大学
502 東 宏樹 19 日本体育大学
503 安倍 築 20 東北大学
504 雨甲斐 将貴 20 日本大学
505 荒井 明千尋 22 同志社大学
506 飯尾 啓太 20 筑波大学
507 石橋 佑記 20 神奈川大学
508 稲葉 大友 19 同志社大学
509 井上 隼輔 22 広島大学
510 大城 渉 19 明治大学
511 小川 佳祐 19 明治大学
512 小倉 和己 21 神奈川大学
513 尾坂 謙 20 大東文化大学
514 小田倉 真 21 日本体育大学
515 小野 琢万 21 大東文化大学
516 小原 健正 21 慶應義塾大学
517 加賀 瑞穂 23 神奈川大学
518 加藤 翼 19 日本大学
519 加納 侑士 21 立命館大学
520 神戸 昌紘 23 同志社大学
521 木村 文也 22 近畿大学
522 熊木 政浩 20 神奈川大学
523 越川 進平 20 日本大学
524 小島 浩揮 19 中部大学
525 小関 優允 21 仙台大学
526 小寺 悠介 22 明治大学
527 小林 誠一朗 20 中央大学
528 小林 浩佳 22 東海大学
529 小林 将人 21 日本大学
530 近藤 彰彦 20 筑波大学
531 斉藤 彰仁 22 東海大学
532 坂本 裕昭 20 明治大学
533 佐相 宏明 20 慶應義塾大学
534 佐藤 錬 18 神奈川大学
535 芝 幸久 21 日本体育大学
536 頭川 天洋 20 東北大学
537 鋤崎 隆也 20 順天堂大学
538 高崎 和拓 21 中央大学
539 高瀬 岳 20 国士舘大学
540 立松 勇人 20 中京大学
541 田中 敦士 23 同志社大学
542 渡嘉敷 佑允 19 同志社大学
543 徳丸 雄一 23 広島大学大学院
544 中島 健太 20 日本大学
545 仲宗根 優幸 20 東海大学
546 中辻 康太 24 同志社大学
547 中村 祐輔 19 明治大学
548 成田 健悟 19 中部大学
549 西村 幸浩 19 早稲田大学
550 根本 正人 23 東海大学
551 根本 雄斗 22 大東文化大学
552 長谷川 友祐 21 早稲田大学
553 原島 大樹 24 東京大学
554 原田 晋 21 同志社大学



555 伴 拓実 21 同志社大学
556 肥後 巧 18 東海大学
557 平岡 隆明 22 同志社大学
558 廣中 滉太朗 24 同志社大学
559 福田 大貴 20 日本大学
560 福田 鷹平 20 慶應義塾大学
561 藤田 祐輝 20 東北大学
562 藤本 勇太 20 日本大学
563 船間 雄貴 19 近畿大学
564 古川 拓 21 立命館大学
565 保坂 圭太郎 21 日本大学
566 細川 和哉 22 関西外国語大学
567 堀 雄太 23 筑波大学
568 宮崎 寛典 20 中部大学
569 宮崎 裕史 20 北海道大学
570 宮田 洋敬 20 日本体育大学
571 森下 陸朗 20 近畿大学
572 柳田 奨鷹 21 愛知学院大学
573 山形 保貴 19 大東文化大学
574 山本 幸知 20 同志社大学
575 横溝 祐樹 21 慶應義塾大学


