
女子
番号 氏名 年齢 学校名
101 相原 千尋 21 広島大学
102 吾妻 日花莉 20 中央大学
103 甘糟 恵美 19 日本体育大学
104 安藤 雪乃 18 早稲田大学
105 池野 千紘 23 名古屋大学
106 石ヶ谷 侑季 19 東北大学
107 石田 凪帆 20 常葉大学
108 石本 恵里香 21 九州大学
109 遠藤 有希 21 日本体育大学
110 大岩 葵 19 東京女子体育大学
111 小倉 えりか 19 東京女子体育大学
112 奥脇 早織 21 日本体育大学
113 加藤 唯 21 北海道大学
114 金澤 久美 20 大東文化大学
115 上北 綾乃 21 近畿大学
116 川添 美佳 20 日本体育大学
117 木田 喜愛 18 東京女子体育大学
118 木下 涼風 19 日本女子大学
119 工藤 恭子 22 明治大学
120 小出 未来 20 仙台大学
121 小峰 彩夏 21 東京女子体育大学
122 酒井 美貴 22 順天堂大学
123 佐々木 智穂 19 明治大学
124 佐藤 佳澄美 19 順天堂大学
125 佐野 花夏 19 流通経済大学
126 市東 実香 20 明星大学
127 白石 一恵 21 同志社女子
128 杉山 美咲 22 東海大学
129 鈴木 菜摘 20 中部大学
130 瀬尾 美琴 19 東京女子体育大学
131 高橋 侑子 21 法政大学
132 田中 真奈 20 関西大学
133 田邊 聡子 20 日本体育大学
134 恒川 由衣 19 立命館大学
135 冨澤 明日歩 20 日本大学
136 長尾 美佐 21 東海大学
137 中村 真結 19 熊本大学
138 忽滑谷 英美 20 学習院女子大学
139 服部 桃子 20 早稲田大学
140 林 若菜 22 筑波大学
141 林田 奈々 20 九州大学
142 東尾 佳奈 20 京都工芸繊維大学
143 福家 真理那 19 東京女子体育大学
144 福田 慶 21 日本大学
145 福元 愛 21 大阪体育大学
146 船津 茉優 21 慶應義塾大学
147 本田 ふみの 21 早稲田大学
148 孫崎 虹奈 18 日本体育大学
149 松枝 愛子 20 早稲田大学
150 松沼 英恵 21 東京女子体育大学
151 松本 莉奈 24 早稲田大学大学院
152 蓑田 真璃 21 日本大学
153 宮成 静 18 東北大学
154 山口 文 20 北海道大学
155 山口 桃由 18 日本女子体育大学
156 横田 有紀 22 中央大学
157 吉田 遥 20 明治大学



158 米田 有希 20 日本大学
159 渡辺 彩乃 20 東海大学
160 岸本 美南海 25 京都府立医科大学

男子
番号 氏名 年齢 所属大学
201 秋山 大地 20 日本大学
202 浅海 健太 19 東海大学
203 安倍 築 19 東北大学
204 阿部 嵩大 19 日本体育大学
205 阿部 幹也 20 国士舘大学
206 阿部 有希 19 神奈川大学
207 雨甲斐 将貴 19 日本大学
208 荒井 明千尋 21 同志社大学
209 安藤 紀幸 20 学習院大学
210 安藤 雅郎 20 日本大学
211 安藤 佑介 21 日本体育大学
212 飯泉 拳 19 早稲田大学
213 池添 敦 21 東北大学
214 石橋 佑記 19 神奈川大学
215 磯貝 優 20 東海大学
216 五十川 陸斗 19 早稲田大学
217 井戸 皓大 22 立命館大学
218 伊藤 翔太 23 東京工業大学
219 乾 元気 23 東北大学
220 犬塚 隆徳 21 明治大学
221 井上 賢吾 22 東海大学
222 井上 隼輔 21 広島大学
223 井上 大志 21 東北大学
224 井上 亮 29 京都府立医科大学
225 井村 周平 20 東北大学
226 井辺 弘貴 18 九州大学
227 上野 和成 22 大阪体育大学
228 円舘 潤 22 日本大学
229 大島 仁 21 鹿児島大学
230 大塚 裕貴 20 立命館大学
231 小田 研人 20 名古屋大学
232 小田倉 真 20 日本体育大学
233 小野 琢万 20 大東文化大学
234 小原 健正 20 慶應義塾大学
235 加賀 瑞穂 22 神奈川大学
236 笠井 拓馬 23 同志社大学
237 勝目 理 20 日本体育大学
238 河合 風悟 19 同志社大学
239 川口 浩太郎 20 東北大学
240 神田 侑也 20 国士舘大学
241 神戸 昌紘 22 同志社大学
242 神部 智 19 広島大学
243 木口 僚 21 近畿大学
244 岸波 岳大 19 東北大学
246 木下 翔太郎 19 中京大学
247 木下 幹隆 22 学習院大学
248 木村 康一 22 立命館大学
249 木村 文也 21 近畿大学
250 清本 聖 21 早稲田大学
251 熊木 政浩 19 神奈川大学
252 栗原 峻 20 愛媛大学
253 郷田 将 21 東北大学
254 郷田 光希 19 早稲田大学



255 古謝 孝明 18 北海道薬科大学
256 小関 優允 20 仙台大学
257 小竹 拓真 19 筑波大学
258 児玉 庄悟 22 同志社大学
259 児玉 裕紀 20 広島大学
260 小寺 悠介 21 明治大学
261 後藤 洋輝 21 北海道大学
262 小林 晃久 20 龍谷大学
263 小林 歩 23 広島大学
264 小林 将人 20 日本大学
265 近藤 輝 23 名古屋大学
266 斉藤 彰仁 21 東海大学
267 斉藤 侑生 19 法政大学
268 酒井 勇輔 21 明治大学
269 榊原 佑基 22 日本大学
270 佐々木 善寛 21 広島市立大学
271 佐藤 京太郎 22 仙台大学
272 佐藤 謙太郎 22 日本大学
273 澤田 悠 23 慶應義塾大学
274 志野 嘉紀 20 東北大学
275 柴田 紘希 21 法政大学
276 島田 玲 20 学習院大学
277 清水 優 19 北海道大学
278 下野 博紀 20 九州大学
279 頭川 天洋 19 東北大学
280 鋤崎 隆也 19 順天堂大学
281 杉崎 琢人 22 早稲田大学
282 杉原 輝 26 筑波大学
283 杉原 史浩 21 早稲田大学
284 鈴川 貴洋 22 明治大学
285 鈴木 一平 22 早稲田大学
286 須々田 一聖 22 東北大学
287 関山 拓也 21 明治大学
288 千田 恵太 22 九州大学
289 早乙女 瞭 22 宇都宮大学大学院
290 高橋 慎太朗 20 立命館大学
291 高橋 大貴 20 日本大学
292 高村 亮 19 明治大学
293 高山 雅史 21 中央大学
294 瀧谷 仁之 21 慶應義塾大学
295 竹谷 真 21 明治大学
296 立松 勇人 19 中京大学
297 田中 敦士 22 同志社大学
298 田中 大貴 20 慶應大学
299 田中 拓希 21 広島大学
300 田中 文也 22 日本体育大学
301 谷山 航一朗 20 東北大学
302 土屋 尚也 21 慶応義塾大学
303 鶴薗 浩徳 22 筑波大学
304 寺川 大平 22 近畿大学
305 寺澤 光介 19 日本体育大学
306 照井 雄大 20 山形大学
307 土井 政英 20 東海学園大学
308 徳丸 雄一 22 広島大学
309 中川 峰志 20 立命館大学
310 中島 健太 19 日本大学
311 中塚 貴文 23 同志社大学
312 中辻 康太 23 同志社大学
313 永野 祥太郎 20 早稲田大学



314 生田目 颯 19 流通経済大学
315 西 隼佑 20 福井工業大学
316 西川 祐希 21 明治大学
317 西留 開成 21 立命館大学
318 根本 雄斗 21 大東文化大学
319 萩原 健太 19 東京工業大学
320 長谷川 大輔 22 立命館大学
321 長谷川 友祐 20 早稲田大学
322 林 慶祐 23 早稲田大学
323 原 恭平 21 日本体育大学
324 伴 拓実 20 同志社大学
325 平岡 隆明 20 同志社大学
326 廣瀬 大智 21 慶應義塾大学
327 廣中 滉太朗 23 同志社大学
328 福田 勇希 19 日本大学
329 福田 鷹平 19 慶應義塾大学
330 福永 晃樹裕 20 日本大学
331 普久原 朝太 24 東海大学
332 藤 大貴 23 慶應義塾大学
333 藤沼 勇輝 19 日本体育大学
334 藤本 健人 20 東北大学
335 古川 拓 20 立命館大学
336 北條 優治 21 同志社大学
337 保坂 圭太郎 20 日本大学
338 細川 貴広 20 早稲田大学
339 堀内 保大 20 同志社大学
340 前田 健登 20 近畿大学
341 前野 悠作 22 早稲田大学
342 増子 弘晃 22 順天堂大学
343 松崎 卓也 20 明治大学
344 丸茂 昌寛 21 明治大学
345 溝渕 正輝 20 明治大学
346 宮澤 裕晃 19 東北大学
347 本山 貴史 20 国士舘大学
348 森 裕之 21 東海大学
349 森井 翔太郎 19 早稲田大学
350 森口 雅之 20 立命館大学
351 森田 芳彦 21 広島大学
352 森本 拓郎 22 日本大学
353 柳田 奨鷹 20 愛知学院大学
354 山形 保貴 18 大東文化大学
355 山岸 翔一 21 日本大学
356 山口 直希 20 広島大学
357 山下 将史 22 広島大学
358 山下 陽裕 20 立教大学
359 山本 和孝 23 横浜国立大学
360 山本 悟己 21 同志社大学
361 横田 健太郎 20 早稲田
362 横溝 祐樹 20 慶應義塾大学
363 吉野 順久 20 国士舘大学
364 渡部 晃大朗 19 明治大学
365 渡利 雄太 20 早稲田大学
366 神山 和哉 21 東北大学


