
立ち順 ゼッケン番号 姓 名 フリガナ（姓） フリガナ(名） 大学 学年

1 依田 尚大 ヨダ ナオヒロ 明治 3

2 高橋 正幸 タカハシ マサユキ 一橋 3

3 花和 優一 ハナワ ユウイチ 玉川 2

4 安部 修斗 アベ シュウト 二松学舎 2

5 岸 雅也 キシ マサヤ 東京理科 2

6 髙野 基 タカノ モトキ 明星 2

7 竹下 光明 タケシタ ミツアキ 創価 3

8 吉野 将太朗 ヨシノ ショウタロウ 明治学院 2

9 内山 章吾 ウチヤマ ショウゴ 芝浦工業 3

10 榊原 奎亮 サカキバラ ケイスケ 電気通信 2

11 小松﨑 勇佑 コマツザキ ユウ 日本 4

12 吉野 国男 ヨシノ クニオ 桜美林 3

13 小越 智就 オコシ トモナリ 法政 4

14 千葉 智広 チバ トモヒロ 早稲田 2

15 天野 宏淳 アマノ コウジュン 駒澤 2

16 渡辺 敬太 ワタナベ ケイタ 立教 3

17 須藤 遼 スドウ リョウ 東京海洋 3

18 布施谷 将希 フセヤ マサキ 立正 3

19 小谷野 颯斗 コヤノ ハヤト 大正 2

20 浅黄 希海 アサギ ノゾミ 国士舘 3

21 小池 黎音 コイケ レオ 東京経済 2

22 向井 健祐 ムカイ ケンスケ 上智 3

23 宮村 裕人 ミヤムラ ユウト 東京医科歯科 2

24 松本 道弥 マツモト ミチヤ 慶應義塾 3

25 深堀 翔月 フカボリ カヅキ 桜美林 2

26 産本 龍 サンモト リョウ 東京 2

27 尾中 優希 オナカ ユウキ 武蔵 3

28 鈴木 紀之 スズキ ノリユキ 成城 2

29 石橋 雄斗 イシバシ ユウト 帝京 3

30 植田 浩崇 ウエダ ヒロタカ 専修 4

31 大久保 椎称 オオクボ シイナ 東京外国語 3

32 今田 翔太郎 コンダ ショウタロウ 東京学芸 3

33 稲垣 雅也 イナガキ マサヤ 東京工業 3

34 梶野 遼太郎 カジノ リョウタロウ 東京農業 3

35 根立 雅久 ネダチ マサヒサ 明治学院 2

36 熊倉 拓磨 クマクラ タクマ 日本 1

37 加藤 真人 カトウ マサト 中央 2

38 船橋 宏太 フナハシ コウタ 東洋 4

39 野澤 朝陽 ノザワ アサヒ 高千穂 3

40 粟原 滉大 アワハラ コウタ 工学院 2

41 山本 賢次郎 ヤマモト ケンジロウ 成蹊 3

42 松本 涼太 マツモト リョウタ 東京農工 3

43 森島 凜 モリシマ リン 日本体育 2

44 金子 景太 カネコ ケイタ 國學院 3

45 橋本 圭司 ハシモト ケイシ 青山学院 3

46 角田 正樹 ツノダ マサキ 首都大学東京 3

47 宮川 友城 ミヤガワ トモキ 法政 4

48 宮川 晃弥 ミヤカワ コウヤ 早稲田 2
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