
大学名 氏名 シメイ 階級

亜細亜大学 遠藤　留緯 ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ 73

亜細亜大学 山田　礼昇 ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾉ 100超

慶應義塾大学 野上　恭平 ﾉｶﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ 60

慶應義塾大学 須永　廉也 ｽﾅｶﾞ ﾚﾝﾔ 66

慶應義塾大学 飯田　竜生 ｲｲﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 73

慶應義塾大学 松永　蓮太郎 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 81

慶應義塾大学 櫻井　湖太朗コリー ｻｸﾗｲ ｺﾀﾛｳｺﾘｰ 100

慶應義塾大学 都倉　吏輝 ﾄｸﾗ ﾘｷ 100超

國學院大学 井桁　拓海 ｲｹﾞﾀ ﾀｸﾐ 66

國學院大学 藤岡　歩武 ﾌｼﾞｵｶ ｱﾕﾑ 66

國學院大学 井上　泰司 ｲﾉｳｴ ﾀｲｼﾞ 81

國學院大学 岩下　幹人 ｲﾜｼﾀ ﾐｷﾄ 81

國學院大学 松本　匡平 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 90

国士舘大学 小田桐　美生 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾋﾞｼｮｳ 73

国士舘大学 杉本　将一朗 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 81

国士舘大学 熊坂　光貴 ｸﾏｻｶ ｺｳｷ 100

国士舘大学 金澤　聡瑠 ｶﾅｻﾜ ｻﾄﾙ 100

駒澤大学 関　大輔 ｾｷ ﾀﾞｲｽｹ 60

駒澤大学 仲島　昂哉 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾔ 60

駒澤大学 吉田　優斗 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 100超

芝浦工業大学 笹野　翔太郎 ｻｻﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 81

順天堂大学 下橋　颯斗 ｼﾓﾊｼ ﾊﾔﾄ 100超

上智大学 長岡　鷹良 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶﾖｼ 66

上智大学 幸田　隼飛 ｺｳﾀﾞ ﾊﾔﾋﾃﾞ 73

専修大学 横山　恒星 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｾｲ 73

専修大学 國武　陸 ｸﾆﾀｹ ﾘｸ 81

専修大学 松田　新太 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾗﾀ 100

専修大学 穴澤　涼士 ｱﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 100

創価大学 矢尾　勇介 ﾔｵ ﾕｳｽｹ 66

創価大学 岸良　武輝 ｷｼﾗ ｲﾌﾞｷ 81

創価大学 紅谷　駿光 ﾍﾞﾆﾔ ﾄｼﾐﾂ 81

創価大学 小澤　康忠 ｵｻﾞﾜ ﾔｽﾀﾀﾞ 90

大正大学 白須　一騎 ｼﾗｽ ｲｯｷ 73

拓殖大学 西牟田　彪真 ﾆｼﾑﾀ ﾘｭｳｷ 60

拓殖大学 川崎　修斗 ｶﾜｻｷ ｼｭｳﾄ 66

拓殖大学 畠山　千風 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾁｶｾﾞ 66



中央大学 村松　孝紀 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｷ 73

中央大学 竹下　徹 ﾀｹｼﾀ ﾄｵﾙ 73

中央大学 遠藤　絢斗 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾄ 90

中央大学 小竹　守 ｺﾀｹ ﾏﾓﾙ 100

中央大学 長谷川　碧 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 100超

帝京大学 田中　海翔 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 66

帝京大学 鈴木　大雅 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 73

帝京大学 三並　大将 ﾐﾅﾐ ﾀﾞｲｷ 81

帝京大学 木村　亮太 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 81

帝京大学 入内島　広貴 ｲﾘｳﾁｼﾞﾏ ｺｳｷ 90

帝京大学 朝廣　太海 ｱｻﾋﾛ ｵｵﾐ 100

帝京科学大学 川上　雄三 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｿﾞｳ 60

帝京科学大学 増田　神 ﾏｽﾀﾞ ｼﾝ 60

帝京科学大学 田邉　翔輝 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｷ 66

帝京科学大学 幸田　朗 ｺｳﾀ ﾛｳ 66

帝京科学大学 牧園　慶 ﾏｷｿﾞﾉ ｹｲ 73

東海大学 林　大智 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 66

東海大学 増地　遼太朗 ﾏｽﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 90

東海大学 大村　康太 ｵｵﾑﾗ ｺｳﾀ 100

東海大学 鈴木　直登 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ 100

東京大学 中岡　敬登 ﾅｶｵｶ ｹｲﾄ 73

東京大学 山路　琉月 ﾔﾏｼﾞ ﾘｭｳｹﾞﾂ 90

東京学芸大学 岡本　紳吾 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 66

東京学芸大学 冨永　雄太郎 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 73

東京経済大学 服部　俊太 ﾊｯﾄﾘ ｼｭﾝﾀ 90

東京農業大学 岡田　優太郎 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 73

東洋大学 高橋　昇之介 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾉｽｹ 90

東洋大学 矢崎　洋介 ﾔｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 90

東洋大学 吉井　拓実 ﾖｼｲ ﾀｸﾐ 100

東洋大学 福本　佑樹 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｷ 100

東洋大学 後藤　颯斗 ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 100超

日本体育大学 関軒　楽生 ｶﾝﾉｷ ｶﾞｸ 60

日本体育大学 平石　悠樹 ﾋﾗｲｼ ﾕｳｷ 73

日本体育大学 石原　樹 ｲｼﾊﾗ ﾀﾂｷ 73

日本体育大学 大竹　龍之助 ｵｵﾀｹ ﾘｭｳﾉｽｹ 81

日本体育大学 萩田　耕市 ﾊｷﾞﾀ ｺｳｲﾁ 90



日本大学 大田原　優斗 ｵｵﾀﾜﾗ ﾕｳﾄ 60

日本大学 多田　風太 ﾀﾀﾞ ﾌｳﾀ 60

日本大学 今井　風快 ｲﾏｲ ﾌｳﾔ 60

日本大学 桂　嵐斗 ｶﾂﾗ ﾗﾝﾄ 66

日本大学 染矢　兼玖 ｿﾒﾔ ｶﾈﾋｻ 73

日本大学 賀持　喜道 ｶﾓﾁ ﾖｼﾐﾁ 81

日本大学 中村　和真 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 81

日本大学 金野　晃大 ｺﾝﾉ ｺｳﾀﾞｲ 100

日本大学 岩永　洸輔 ｲﾜﾅｶﾞ ｺｳｽｹ 100

日本大学 山元　隆一 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 100超

日本文化大学 五十嵐　海斗 ｲｶﾞﾗｼ ｶｲﾄ 60

一橋大学 姜　効谷 ｷｮｳ ｺｳﾔ 81

一橋大学 小池　凛太 ｺｲｹ ﾘﾝﾀ 81

一橋大学 西山　泰哲 ﾆｼﾔﾏ ﾀｲﾃﾂ 81

一橋大学 森本　敢介 ﾓﾘﾓﾄ ｶﾝｽｹ 90

一橋大学 久松　政太 ﾋｻﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ 100超

法政大学 佐々木　光太郎 ｻｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 66

法政大学 吉野　天成 ﾖｼﾉ ﾀｶﾅﾘ 73

法政大学 久保　真之介 ｸﾎﾞ ｼﾝﾉｽｹ 73

法政大学 ベアフット　ロバート一世 ﾍﾞｱﾌｯﾄ ﾛﾊﾞｰﾄｲｯｾｲ 90

武蔵大学 福島　隼人 ﾌｸｼﾏ ﾊﾔﾄ 60

武蔵大学 門屋　慎 ｶﾄﾞﾔ ｼﾝ 100超

明治大学 河村　烈 ｶﾜﾑﾗ ﾚﾂ 66

明治大学 佐藤　大知 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 66

明治大学 小川　剛生 ｵｶﾞﾜ ｺﾞｳｷ 81

明治大学 森　健心 ﾓﾘ ｹﾝｼﾝ 90

明治大学 黒川　響 ｸﾛｶﾜ ｷｮｳ 90

早稲田大学 松崎　渡 ﾏﾂｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 81

早稲田大学 飯田　健介 ｲｲﾀﾞ ｹﾝｽｹ 81

早稲田大学 長嶋　勇斗 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾔﾄ 90

早稲田大学 安藤　健志 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼ 90

早稲田大学 布目　王雅 ﾇﾉﾒ ｵｳｶﾞ 100超



大学名 氏名 シメイ 階級

慶應義塾大学 石川　梨夏子 ｲｼｶﾜ ﾘｶｺ 52

国士舘大学 松浦　杏那 ﾏﾂｳﾗ ｱﾝﾅ 48

国士舘大学 西原　真緒 ﾆｼﾊﾗ ﾏｵ 52

国士舘大学 五十嵐　日菜 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾅ 57

国士舘大学 中村　美颯 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾊﾔ 57

国士舘大学 川本　愛 ｶﾜﾓﾄ ｱｲ 63

国士舘大学 山口　葵良梨 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾗﾘ 63

国士舘大学 苗村　紗也加 ﾅｴﾑﾗ ｻﾔｶ 78超

順天堂大学 川崎　鈴 ｶﾜｻｷ ﾘﾝ 57

順天堂大学 川上　えら芙 ｶﾜｶﾐ ｴﾗﾌﾞ 63

創価大学 長　紀華 ﾁｮｳ ﾉﾘｶ 52

大正大学 沼沢　佳苗 ﾇﾏｻﾜ ｶﾅｴ 57

帝京大学 中村　苑美 ﾅｶﾑﾗ ｿﾉﾐ 63

帝京大学 三谷　桜 ﾐﾀﾆ ｻｸﾗ 63

帝京大学 矢作　彩芽 ﾔﾊｷﾞ ｱﾔﾒ 70

帝京大学 外間　蘭 ﾎｶﾏ ﾗﾝ 80

帝京科学大学 三崎　茉莉 ﾐｻｷ ﾏﾂﾘ 57

帝京科学大学 大尾　芽衣香 ﾀﾞｲｵ ﾒｲｶ 57

帝京科学大学 濵口　莉緒 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｵ 63

帝京科学大学 馬場　琴珠 ﾊﾞﾊﾞ ｺﾄﾐ 70

帝京科学大学 貫目　怜亜 ｶﾝﾒ ﾚｲｱ 78超

東海大学 渡邉　愛子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｺ 48

東海大学 中原　雪乃 ﾅｶﾊﾗ ﾕｷﾉ 52

東海大学 澤崎　莉子 ｻﾜｻﾞｷ ﾘｺ 70

東海大学 池田　紅 ｲｹﾀﾞ ｸﾚﾅ 78超

東海大学 松澤　佑栞 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｶ 80

東京学芸大学 荒川　朋花 ｱﾗｶﾜ ﾄﾓｶ 48

東京学芸大学 佐藤　暖心 ｻﾄｳ ｱｺ 48

東京女子体育大学 秋元　桃果 ｱｷﾓﾄ ﾓﾓｶ 48

東京女子体育大学 真砂　翠月 ﾏｻｺﾞ ﾐﾂﾞｷ 57

東京女子体育大学 菅原　優花 ｽｶﾞﾊﾗ ﾕｳｶ 57

日本体育大学 大堀　萌絵 ｵｵﾎﾘ ﾓｴ 57

日本大学 田村　紘惟 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｲ 57

日本大学 山崎　夢乃 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾒﾉ 63

日本大学 内田　好夏 ｳﾁﾀﾞ ｺﾉｶ 78超

日本大学 波多江　楽良 ﾊﾀｴ ﾗﾗ 80

早稲田大学 出口　華 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾊﾅ 52

早稲田大学 野澤　知莉 ﾉｻﾞﾜ ﾁﾘ 70

早稲田大学 下村　咲乃 ｼﾓﾑﾗ ｻｷﾉ 70


