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1 高橋 魁 たかはし　かい 北翔大学
2 高栁 美月 たかやなぎ　みづき 北翔大学
3 外間 翔 ほかま　しょう 北翔大学
4 関根 千弥 せきね　ちひろ 北翔大学
5 小川 涼真 おがわ　りょうま 北翔大学
6 矢野 あすか やの　あすか 北翔大学
7 佐藤 昂平 さとう　こうへい 札幌大学
8 花田 優依 はなだ　ゆい 札幌大学
9 村上 正人 むらかみ　まさと 東日本国際大学

10 後藤 亮貴 ごとう　りょうき 東日本国際大学
11 千葉 一孝 ちば　かずたか 東日本国際大学
12 中野 有沙 なかの　ありさ 東日本国際大学
13 矢部 晃太郎 やべ　こうたろう 東日本国際大学
14 小野 日向子 おの　ひなこ 東日本国際大学
15 徳能 あすか とくのう　あすか 仙台大学
16 松田 ほのか まつだ　ほのか 仙台大学
17 工藤 飛 くどう　ひらい 弘前大学
18 山﨑 秋瑛 やまざき　あきえ 弘前大学
19 浜中 智基 はまなか　ともき 弘前大学
20 原田 麻畝 はらだ　まほ 弘前大学
21 佐藤 烈 さとう　れつ 青山学院大学
22 坂井 雄介 さかい　ゆうすけ 青山学院大学
23 縄田 佳子 なわた　かこ 青山学院大学
24 伏見 勇真 ふしみ　ゆうま 青山学院大学
25 蔦谷 美紅 つたや　みく 青山学院大学
26 畔上 駿平 あぜがみ　しゅんぺい 青山学院大学
27 石橋 舞 いしばし　まい 青山学院大学
28 林 翔太 はやし　しょうた 青山学院大学
29 岩谷 果歩 いわたに　かほ 青山学院大学
30 谷澤 安衣 たにざわ　あい 専修大学
31 長野 来夢 ながの　らむ 専修大学
32 石原 優美 いしはら　ゆみ 専修大学
33 桶田 彩乃 おけだ　あやの 専修大学
34 平野 紗妃 ヒラノ　サキ 早稲田大学
35 友金利久斗 ともかねりくと 早稲田大学
36 中村幸 なかむらゆき 早稲田大学
37 吾妻 咲弥 あずま　さや 早稲田大学
38 鈴木 ゆうき すずき　ゆうき 早稲田大学
39 森田 新太郎 もりた　しんたろう 筑波大学
40 牧野 桂大 まきの　けいた 筑波大学
41 香山 未帆 かやま　みほ 筑波大学
42 安田 美空 やすだ　みく 筑波大学
43 柿本 由乃 かきもと　ゆの 東京女子体育大学
44 吉村 七美 ヨシムラ　ナナミ 東京情報大学
45 甲斐 夏美 カイ　ナツミ 東京情報大学
46 西浦 京香 にしうら　きょうか 東京情報大学
47 川崎 幸優 かわさき　みゆ 東京情報大学
48 三上 楓 みかみ　ふう 日本体育大学
49 霜上 雄一 しもがみ　ゆういち 日本体育大学
50 玉手 勝輝 タマテ　カツキ 日本体育大学
51 財津 穂 ザイツ　ミノリ 日本体育大学
52 市川 和洋 イチカワ　カズヒロ 日本体育大学
53 池内 萌絵 イケウチ　モエ 日本体育大学
54 山下 恭平 ヤマシタ　キョウヘイ 日本体育大学
55 三木 江里子 ミキ　エリコ 日本体育大学
56 馬屋原 大樹 ウマヤハラ　ダイキ 日本体育大学
57 山森 真凛 ヤマモリ　マリン 日本体育大学
58 小本 翔太 オモト　ショウタ 日本体育大学
59 村本 竜馬 ムラモト　リョウマ 日本体育大学
60 山田 尚輝 ヤマダ　ナオキ 日本体育大学
61 河野 匠真 カワノ　タクマ 日本体育大学
62 藤井 湧也 ふじい　ゆうや 日本大学
63 山元 拓摩 やまもと　たくま 日本大学
64 安藤 大地 あんどう　だいち 日本大学
65 木村 亮介 きむら　りょうすけ 日本大学
66 光島 理貴 こうしま　りき 日本大学
67 山崎 慎也 やまざき　しんや 日本大学
68 福嶋 壮太 ふくしま　そうた 日本大学
69 谷口 拓実 たにぐち　たくみ 日本大学
70 西 豊 にし　ゆたか 日本大学
71 緒方 友哉 おがた　ともや 日本大学
72 田中 湧士 たなか　ゆうし 日本大学
73 小倉 由嵩 おぐら　よしたか 日本大学
74 猪熊 心太朗 いのくま　しんたろう 日本大学
75 日野 滋斗 ひの　しげと 日本大学
76 桐田 和樹 きりた　かずき 法政大学
77 勝俣 莉里香 かつまた　りりか 法政大学
78 野村 拓海 のむら　たくみ 法政大学
79 鈴木 優香 すずき　ゆうか 法政大学
80 野田 悠斗 のだ　ゆうと 法政大学
81 伊東 佑美 いとう　ゆうみ 法政大学
82 山澤 直貴 やまざわ　なおき 法政大学
83 甲斐 妃美子 かい　ひみこ 法政大学
84 清水 一希 しみず　いつき 法政大学
85 工藤 ひな子 くどう　ひなこ 法政大学
86 嶺岸 洸 みねぎし　ひかる 法政大学
87 中静 日向子 なかしず　ひなこ 法政大学
88 今野 聡子 こんの　さとこ 法政大学
89 重松 花苗 しげまつ　かなえ 明治大学
90 酒井 健登 さかい　けんと 明治大学
91 仁平 澄也 にへい　すみや 明治大学
92 上杉 夏美 うえすぎ　なつみ 明治大学
93 筑後 恵太 ちくご　けいた 明治大学
94 由良 なぎさ ゆら　なぎさ 明治大学
95 武石 優斗 たけいし　ゆうと 明治大学
96 渡辺 帆南 わたなべ　ほなみ 明治大学
97 西谷 春樹 にしや　はるき 明治大学
98 鈴木 成美 すずき　なるみ 明治大学
99 西口 涼子 にしぐち　りょうこ 明治大学

100 十河 茉由 そごう　まゆ 明治大学
101 有川 友理奈 ありかわ　ゆりな 立教大学
102 遠山 きよら とおやま　きよら 立教大学
103 桝谷 志穂 ますや　しほ 立教大学
104 寺田 真也 てらだ　しんや 金沢学院大学
105 村井 翔 むらい　しょう 金沢学院大学
106 堀 琴乃 ほり　ことの 金沢学院大学
107 伊藤 吏永 いとう　りつえい 金沢学院大学
108 岩元 ミライ いわもと　みらい 金沢学院大学
109 川村 紗瑛子 かわむら　さえこ 金沢学院大学
110 小林 愛佳 こばやし　まなか 金沢学院大学
111 柴田 一樹 しばた　かずき 敬和学園大学
112 梶田 知沙 かじた　ちさ 愛知淑徳大学
113 遠藤 歩美 えんどう　あゆみ 愛知淑徳大学
114 山内 涼雅 やまうち　りょうが 愛知淑徳大学
115 藤井 一貴 ふじい　かずき 立命館大学
116 芦塚 貴一郎 あしづか　きいちろう 立命館大学
117 吉田 菜那 よしだ　なな 立命館大学
118 山下 大輔 やました　だいすけ 関西学院大学
119 重信 萌夏 しげのぶ　もか 関西学院大学
120 福原 雄志 ふくはら　たかし 関西学院大学
121 蘭 沙也可 あららぎ　さやか 関西学院大学
122 戸内 佑亮 とうち　ゆうすけ 関西学院大学
123 結城 咲也子 ゆうき　さやこ 関西学院大学
124 山中 東季 やまなか　はるき 京都産業大学
125 若林 真名 わかばやし　まな 京都産業大学
126 石倉 みなみ いしくら　みなみ 武庫川女子大学
127 田中 沙季 たなか　さき 武庫川女子大学
128 長谷部伸洋 はせべのぶひろ 松山大学
129 菅野菜々 かんのなな 松山大学
130 甲斐一 かいはじめ 松山大学
131 松島みなみ まつしまみなみ 松山大学
132 竹永周平 たけながしゅうへい 松山大学
133 伊野紫惟 いのしゆい 松山大学
134 古賀 靜夏 こが　しずか 山口大学
135 葛葉 朋彦 くずば　ともひこ 広島大学
136 宅島 あや子 タクシマ　アヤコ 福岡大学
137 中村 茉里子 なかむら　まりこ 福岡大学
138 志垣 祐斗 しがき　ゆうと 福岡大学
139 有馬 弥優 ありま　みゆ 福岡大学
140 本部 優奈 ほんぶ　ゆうな 福岡大学
141 倉成 祐生 くらなり　ゆき 福岡大学
142 濱崎 駿 はまさき　かける 九州国際大学
143 武生 卓也 たきゅう　たくや 九州国際大学
144 中山 颯麻 なかやま　そうま 九州国際大学
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