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関東Ms 大田将司 オオタショウジ 221607 一橋大学1 関東Ms 中野喬博 ナカノタカヒロ 208386 東京大学2
関東Ms 小池一輝 コイケカズキ 221608 一橋大学1 関東Ms 平野光 ヒラノヒカル 208305 東京大学2
関東Ms 瀧澤修人 タキザワシュウト 208280 一橋大学2 関東Ms 平山遼太 ヒラヤマリョウタ 208281 東京大学2

関東Ms 榎智弘 エノキトモヒロ 196704 一橋大学3 関東Ms 増田健也 マスダケンヤ 208552 東京大学2
関東Ms 田中大貴 タナカタイキ 196645 一橋大学3 関東Ms 松尾怜治 マツオレイジ 208555 東京大学2

関東Ms 上松遼 ウエマツリョウ 196649 一橋大学4 関東Ms 三科圭史 ミシナヨシフミ 208506 東京大学2
関東Ms 衣川浩輔 キヌガワコウスケ 182495 一橋大学4 関東Ms 井倉幹大 イクラミキヒロ 196249 東京大学3
関東Ms 横堀聖人 ヨコボリマサト 221825 東京大学1 関東Ms 猪俣祐貴 イノマタユウキ 196706 東京大学3

関東Ms 井島知哉 イジマトモヤ 221616 東京大学1 関東Ms 大西正倫 オオニシマサミチ 196652 東京大学3

関東Ms 出原優一 イズハラユウイチ 221617 東京大学1 関東Ms 木島佑輔 キジマユウスケ 196241 東京大学3
関東Ms 岡遼汰郎 オカリョウタロウ 221631 東京大学1 関東Ms 栗本開 クリモトカイ 196243 東京大学3
関東Ms 岡本洸彰 オカモトヒロアキ 221644 東京大学1 関東Ms 桑原大樹 クワバラダイキ 196244 東京大学3

関東Ms 佐藤遼平 サトウリョウヘイ 221734 東京大学1 関東Ms 橋本知明 ハシモトトモヒロ 196648 東京大学3
関東Ms 谷口文弥 タニグチフミヤ 221760 東京大学1 関東Ms 前中脩人 マエナカシュウト 208295 東京大学3

関東Ms 殿垣佳治 トノガキケイジ 221808 東京大学1 関東Ms 山口雅裕 ヤマグチマサヒロ 196707 東京大学3
関東Ms 豊田伸平 トヨダシンペイ 221926 東京大学1 関東Ms 山口雄太 ヤマグチユウタ 196717 東京大学3
関東Ms 新田見優輝 ニタミユウキ 221816 東京大学1 関東Ms 大井真 オオイマコト 182494 東京大学4

関東Ms 濱宇津佑亮 ハマウヅユウスケ 221817 東京大学1 関東Ms 大久保宗典 オオクボムネノリ 196651 東京大学4

関東Ms 宮本樹 ミヤモトタツキ 185352 東京大学1 関東Ms 深田恒 フカダワタル 173221 東京大学4
関東Ms 村井智也 ムライトモヤ 221824 東京大学1 関東Ms 福井悠太 フクイユウタ 182497 東京大学4

関東Ms 田中翔大 タナカショウタ 208495 東京大学2 関東Ms 村吉諄之 ムラヨシトモユキ 180540 東京大学4

関東Ms 植田翔大 ウエダショウタ 208561 東京大学2 関東Ms 森泰二郎 モリタイジロウ 182380 東京大学4
関東Ms 大東祐汰 オオヒガシユウタ 208436 東京大学2 関東Ms 祐谷大輝 ユウヤタイキ 208310 東京大学4
関東Ms 加藤岬 カトウミサキ 208486 東京大学2 関東Ms 北川賢也 キタガワケンヤ 196671 横浜市立大学1
関東Ms 粂潤哉 クメジュンヤ 208314 東京大学2 関東Ms 高橋和総 タカハシカズフサ 196675 横浜市立大学1

関東Ms 河野大和 コウノヤマト レンタル 東京大学2 関東Ms 坂上弘輝 サカガミヒロキ 168866 横浜市立大学1

関東Ms 斉田圭吾 サイタケイゴ 208536 東京大学2 関東Ms 梅村隼人 ウメムラハヤト 168874 横浜市立大学1

関東Ms 瀬川出 セガワイズル 208438 東京大学2 関東Ms 角田貴大 ツノダタカヒロ 196661 横浜市立大学2

関東Ms 竹内元哉 タケウチゲンヤ 208156 東京大学2 関東Ms 東森正貴 トウモリマサキ 196662 横浜市立大学2
関東Ms 刀根大輔 トネダイスケ 208277 東京大学2 関東Ms 千葉悠斗 チバユウト 221519 横浜市立大学2
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関東Ms 佐藤陽太 サトウヨウタ 196669 横浜市立大学2 関東Ms 戸上直哉 トガミナオヤ 220216 東京工業大学4
関東Ms 田中基士 タナカモトシ 210137 横浜市立大学4 関東Ms 木所佑斗 キドコロユウト 220281 東京工業大学4
関東Ms 本山翔太 モトヤマショウタ 196344 横浜市立大学4 関東Ms 吉川輝 ヨシカワヒカル 220289 東京工業大学4

関東Ms 大久保雄真 オオクボユウマ 180505 東京工業大学1 関東Ms 市川光明 イチカワミツアキ 196342 関東学院大学2
関東Ms 小原和彦 オバラカズヒコ 180781 東京工業大学1 関東Ms 立川大輝 タチカワダイキ 221985 関東学院大学3

関東Ms 毛利廣元 モウリヒロモト 180782 東京工業大学1 関東Ms 晝間悠生 ヒルマユウキ 221944 慶應義塾大学1
関東Ms 市川渉 イチカワワタル 180821 東京工業大学1 関東Ms 浜野奎 ハマノケイ 221955 慶應義塾大学1
関東Ms 米倉史博 ヨネクラフミヒロ 180831 東京工業大学1 関東Ms 上島浩平 カミジマコウヘイ 221880 慶應義塾大学1

関東Ms 神野直紀 ジンノナオキ 180843 東京工業大学1 関東Ms 豊田修矢 トヨタシュウヤ 184846 慶應義塾大学1

関東Ms 上野康平 ウエノコウヘイ 180844 東京工業大学1 関東Ms 深野広大 フカノコウダイ 184870 慶應義塾大学1
関東Ms 藤本翔太 フジモトショウタ 180468 東京工業大学1 関東Ms 土屋和輝 ツチヤカズキ 184783 慶應義塾大学2
関東Ms 島田雄史 シマダユウジ 180504 東京工業大学1 関東Ms 和田康次郎 ワダコウジロウ 221790 慶應義塾大学2

関東Ms 椎名渉 シイナワタル 82553 東京工業大学1 関東Ms 小澤翔 オザワショウ 221798 慶應義塾大学2
関東Ms 瀬川桃加 セガワモモカ 82554 東京工業大学1 関東Ms 吉澤雄大 ヨシザワユウタ 221759 慶應義塾大学2

関東Ms 村上遼太 ムラカミリョウタ 210001 東京工業大学2 関東Ms 久保田晧貴 クボタコウキ 147924 慶應義塾大学2
関東Ms 桑原恒平 クワハラコウヘイ 209791 東京工業大学2 関東Ms 坂梨敬哉 サカナシタカヤ 221971 慶應義塾大学2
関東Ms 濱本徹 ハマモトテツ 220377 東京工業大学2 関東Ms 川田将太 カワダショウタ 220712 慶應義塾大学2

関東Ms 中谷鴻太 ナカタニコウタ 210002 東京工業大学2 関東Ms 小泉知貴 コイズミトモキ 221539 慶應義塾大学3

関東Ms 檜脇悠輔 ヒワキユウスケ 210004 東京工業大学2 関東Ms 田中悠 タナカユウ 221829 慶應義塾大学3
関東Ms 小野駿介 オノシュンスケ 210029 東京工業大学2 関東Ms 井原智一 イハラトモカズ レンタル 茨城大学1

関東Ms 武田悠作 タケダユウサク 210003 東京工業大学2 関東Ms 奥尾優理 オクオユウリ レンタル 茨城大学1

関東Ms 斉藤凌 サイトウリョウ 209790 東京工業大学3 関東Ms 盤野晶士 バンノアツシ レンタル 茨城大学1
関東Ms 井上悟史 イノウエサトシ 220290 東京工業大学3 関東Ms 川崎翔 カワサキショウ レンタル 茨城大学1
関東Ms 大田拓穂 オオタタクオ 220301 東京工業大学3 関東Ms 杉原輝俊 スギハラテルトシ レンタル 茨城大学2
関東Ms 砂原和允 スナハラカズマサ 220357 東京工業大学3 関東Ms 天野泰斎 アマノヤスアキ レンタル 茨城大学2

関東Ms 西村駿 ニシムラシュン 220358 東京工業大学3 関東Ms 海老原聖也 エビハラマサヤ レンタル 茨城大学2

関東Ms 芳賀太史 ハガタイシ 220359 東京工業大学3 関東Ms 大隅翔吾 オオスミショウゴ レンタル 茨城大学2
関東Ms 三上剛弘 ミカミタケヒロ 220379 東京工業大学3 関東Ms 小林雅史 コバヤシマサシ レンタル 茨城大学2

関東Ms 山下部諒 ヤマカベリョウ 220380 東京工業大学3 関東Ms 信太誉彦 シダヨシヒコ レンタル 茨城大学2
関東Ms 小田切勝也 オダギリカツヤ 220381 東京工業大学3 関東Ms 座波朝輝 ザハアサキ レンタル 茨城大学2
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関東Ms 高橋仁人 タカハシマサト レンタル 茨城大学2 関東Ms 掛巣能仁 カケスヨシヒト 220278 千葉大学2
関東Ms 寺坂宏樹 テラサカコウキ レンタル 茨城大学2 関東Ms 木村友紀 キムラトモノリ 205257 千葉大学2
関東Ms 阿部幸太 アベコウタ レンタル 茨城大学2 関東Ms 山田翔太 ヤマダショウタ 204659 千葉大学2

関東Ms 井坂太一 イサカタイチ 210996 茨城大学3 関東Ms 池田雄矢 イケダユウヤ 205080 千葉大学2
関東Ms 稲田優幸 イナダマサユキ 211086 茨城大学3 関東Ms 吉沼勇志 ヨシヌマユウシ 210377 千葉大学2

関東Ms 岡田悠馬 オカダユウマ 210546 茨城大学3 関東Ms 中野航友 ナカノコウスケ 205083 千葉大学2
関東Ms 圓山大貴 マルヤマダイキ レンタル 茨城大学3 関東Ms 冨山稜真 トミヤマリョウマ 205081 千葉大学2
関東Ms 織田海斗 オダカイト 222784 早稲田大学1 関東Ms 牧野剛士 マキノタケシ 205078 千葉大学3

関東Ms 柴沼健 シバヌマケン 147934 早稲田大学1 関東Ms 榎本有作 エモトユウサク 210571 千葉大学3

関東Ms 斎藤佑樹 サイトウユウキ 222752 早稲田大学1 関東Ms 杉山涼 スギヤマリョウ 204892 千葉大学3
関東Ms 古田雄己 フルタユウキ 222788 早稲田大学1 関東Ms 塩向雅斗 シオムキマサト 169237 千葉大学3
関東Ms 菱田大 ヒシダダイ 222789 早稲田大学1 関東Ms 伊藤拓己 イトウタクミ レンタル 千葉大学3

関東Ms 森泉達貴 モリイズミタツキ 222778 早稲田大学1 関東Ms 村上拓哉 ムラカミタクヤ レンタル 千葉大学3
関東Ms 有賀裕亮 アリガユウスケ 222751 早稲田大学2 関東Ms 寺本裕哉 テラモトユウヤ レンタル 千葉大学3

関東Ms 稲垣善太 イナガキゼンタ 222754 早稲田大学2 関東Ms 中浴広樹 ナカサコヒロキ レンタル 千葉大学3
関東Ms 友田雅大 トモダマサヒロ 222763 早稲田大学2 関東Ms 明石孝平 アカシコウヘイ レンタル 千葉大学3
関東Ms 山下大樹 ヤマシタダイキ 222769 早稲田大学2 関東Ms 新粥文哉 シンガイフミヤ レンタル 千葉大学4

関東Ms 見目憲秋 ケンモクノリアキ 222726 早稲田大学3 関東Ms 中港信之介 ナカミナトシンノスケ レンタル 千葉大学4

関東Ms 澤口弘樹 サワグチコウキ 222756 早稲田大学3 関東Ms 天羽洸介 アマバコウスケ レンタル 千葉大学4
関東Ms 熊見弘一 クマミコウイチ 222783 早稲田大学4 関東Ms 菱沼和輝 ヒシヌマカズキ レンタル 千葉大学4

関東Ms 王丸仁志 オウマルマサシ 222773 東京理科大学1 関東Ms 石井悠太 イシイユウタ 184899 横浜国立大学1

関東Ms 澤村健司 サワムラケンジ 222753 東京理科大学1 関東Ms 伊藤樹 イトウイツキ 221813 横浜国立大学1
関東Ms 坂野翔哉 バンノショウヤ 222759 東京理科大学2 関東Ms 稲森剛 イナモリゴウ 221515 横浜国立大学1
関東Ms 鵜澤圭祐 ウザワケイスケ 220277 千葉大学1 関東Ms 小山信也 コヤマシンヤ 221783 横浜国立大学1
関東Ms 木村英嗣 キムラヒデツグ 220280 千葉大学1 関東Ms 宮下旺 ミヤシタアキラ 184896 横浜国立大学1
関東Ms 米沢嘉彦 ヨネザワヨシヒコ 220386 千葉大学1 関東Ms 森元駿介 モリモトシュンスケ 184894 横浜国立大学1

関東Ms 小西拓磨 コニシタクマ 169235 千葉大学1 関東Ms 渡辺慎平 ワタナベシンペイ 184890 横浜国立大学1
関東Ms 結城大瑚 ユウキダイゴ 210533 千葉大学1 関東Ms 田中創士 タナカソウシ 222010 横浜国立大学2

関東Ms 久野元嗣 クノモトツグ 220279 千葉大学2 関東Ms 橘孝祐 タチバナコウスケ 210037 横浜国立大学3

関東Ms 國方敬史 クニカタケイジ 205056 千葉大学2 関東Ms 名倉慎吾 ナグラシンゴ 195993 横浜国立大学4
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関東Ms 藤浦圭一 フジウラケイイチ 184906 横浜国立大学4 関東Ms 渡邊健太郎 ワタナベケンタロウ レンタル 筑波大学2
関東Ms 東将央 アヅママサオ 200572 横浜国立大学4 関東Ms 島根崇志 シマネタカシ レンタル 筑波大学2
関東Ms 長井健太 ナガイケンタ 114991 東京農工大学1 関東Ms 田島和明 タシマカズアキ レンタル 筑波大学3

関東Ms 小野寺航 オノデラコウ 180830 東京農工大学2 関東Ms 上田聖也 ウエダセイヤ レンタル 筑波大学3
関東Ms 金子秀明 カネコヒデアキ 180886 東京農工大学2 関東Ms 谷田幸隆 タニダユキタカ レンタル 筑波大学3

関東Ms 中原惇太 ナカハラジュンタ 180887 東京農工大学2 関東Ms 田中基成 タナカモトナリ レンタル 筑波大学3
関東Ms 磯山高志 イソヤマタカシ 183113 東京農工大学3 関東Ms 松本直大 マツモトナオヒロ レンタル 筑波大学3
関東Ms 松本崇志 マツモトタカシ 180792 東京農工大学3 関東Ms 小柴滉平 コシバコウヘイ レンタル 筑波大学4

関東Ms 濱健一郎 ハマケンイチロウ 180786 東京農工大学3 関東Ms 小林功直 コバヤシカツマ レンタル 筑波大学4

関東Ms 河村裕太 カワムラユウタ 189851 東京農工大学4 関東Ms 那須佳祐 ナスケイスケ レンタル 筑波大学4
関東Ms 堀田隼人 ホッタハヤト 180569 東京農工大学4 関東Ms 宮川孝 ミヤカワコウ レンタル 筑波大学4
関東Ms 坂本泰一 サカモトタイイチ 180570 東京農工大学4 関東Ms 村瀬貴紀 ムラセタカキ レンタル 筑波大学4

関東Ms 南勇太 ミナミユウタ 180791 東京農工大学4
関東Ms 青野綾介 アオノリョウスケ レンタル 筑波大学1 関東Ws 鈴木咲帆 スズキサホ 196716 お茶の水女子大学3

関東Ms 青山知史 アオヤマサトシ レンタル 筑波大学1 関東Ws 村田茉奈美 ムラタマナミ 221553 フェリス女学院大学1
関東Ms 安達郁哉 アダチイクヤ レンタル 筑波大学1 関東Ws 成澤春菜 ナリサワハルナ 221857 フェリス女学院大学2
関東Ms 大野亘毅 オオノコウキ レンタル 筑波大学1 関東Ws 大類茉美 オオルイマミ 221786 フェリス女学院大学2

関東Ms 大志万知己 オオシマントモキ レンタル 筑波大学1 関東Ws 井上望 イノウエノゾミ 182382 一橋大学4

関東Ms 楠健志 クスノキケンジ レンタル 筑波大学1 関東Ws 勝山佳恵 カツヤマヨシエ レンタル 茨城大学1
関東Ms 中島颯大 ナカジマソウタ レンタル 筑波大学1 関東Ws 椎名麻美 シイナアサミ 211113 茨城大学3

関東Ms 仁野平拓 ニノヒラタク レンタル 筑波大学1 関東Ws 小川茉乃 オガワマノ レンタル 茨城大学3

関東Ms 橋本直幸 ハシモトナオユキ レンタル 筑波大学1 関東Ws 平松夕衣 ヒラマツユイ 221973 横浜市立大学1
関東Ms 今堀仁誠 イマホリマサノブ レンタル 筑波大学2 関東Ws 海老岡こみち エビオカコミチ 196708 横浜市立大学2
関東Ms 大塩耕平 オオシオコウヘイ レンタル 筑波大学2 関東Ws 安藤咲 アンドウサキ 196670 横浜市立大学2
関東Ms 河渡智史 ゴウドトモフミ レンタル 筑波大学2 関東Ws 平入麻衣 ヒライリマイ 196641 横浜市立大学3
関東Ms 小林大悟 コバヤシダイゴ レンタル 筑波大学2 関東Ws 土田美和 ツチダミワ 196659 横浜市立大学3

関東Ms 小森太郎 コモリタロウ レンタル 筑波大学2 関東Ws 森田櫻織 モリタサオリ 196660 横浜市立大学3

関東Ms 藤倉真太郎 フジクラシンタロウ レンタル 筑波大学2 関東Ws 砂田莉紗 スナダリサ 200756 横浜市立大学4

関東Ms 前畑健人 マエハタケント レンタル 筑波大学2 関東Ws 小野澤清楓 オノザワサヤカ 200463 群馬大学3
関東Ms 三橋武史 ミツハシタケシ レンタル 筑波大学2 関東Ws 和田あゆみ ワダアユミ 184820 慶應義塾大学1
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関東Ws 上妻紅音 コウヅマアカネ 221809 慶應義塾大学2 関東Ws 浅田侑子 アサダユウコ 205103 相模女子大学1
関東Ws 立花和祈 タチバナワキ 221919 実践女子大学1 関東Ws 野口かりん ノグチカリン 204947 相模女子大学1
関東Ws 増田風見花 マスダフミカ 221922 実践女子大学1 関東Ws 三浦やよい ミウラヤヨイ 205206 相模女子大学2

関東Ws 小林晴美 コバヤシハルミ 208494 実践女子大学2 関東Ws 櫻井彩菜 サクライアヤナ 205196 相模女子大学2
関東Ws 佐藤あおい サトウアオイ 208503 実践女子大学2 関東Ws 山崎祐実 ヤマザキユミ 205000 相模女子大学3

関東Ws 石井萌子 イシイモエコ 196248 実践女子大学4 関東Ws 林奈々 ハヤシナナ 205054 相模女子大学3
関東Ws 岩瀬万実 イワセマミ 182379 実践女子大学4 関東Ws 豊澤香澄 トヨサワカスミ 204640 相模女子大学4
関東Ws 上杉早有美 ウエスギサユミ レンタル 実践女子大学4 関東Ws 山岸夏希 ヤマギシナツキ レンタル 筑波大学1

関東Ws 山本美樹 ヤマモトミキ 208288 実践女子大学4 関東Ws 鈴木直美 スズキナオミ レンタル 筑波大学2

関東Ws 千葉史子 チバフミコ レンタル 実践女子大学4 関東Ws 増山春菜 マスヤマハルナ レンタル 筑波大学2
関東Ws 加藤めぐみ カトウメグミ 221927 十文字学園女子大学1 関東Ws 直井萌香 ナオイモエカ レンタル 筑波大学3
関東Ws 岩田真依 イワタマイ 221558 十文字学園女子大学2 関東Ws 中村里奈 ナカムラリナ レンタル 筑波大学3

関東Ws 金子奈央 カネコナオ 221576 十文字学園女子大学2 関東Ws 宮田優花 ミヤタユウカ レンタル 筑波大学4
関東Ws 稲垣秀奈美 イナガキホナミ 169964 千葉大学1 関東Ws 海福朋子 カイフクトモコ 182384 津田塾大学3

関東Ws 香取奈穂 カトリナホ 185412 千葉大学1 関東Ws 黒木結花 クロキユカ レンタル 津田塾大学4
関東Ws 森谷風香 モリヤフウカ 183094 千葉大学1 関東Ws 高田奈緒 タカダナオ 182384 東京医科歯科大学4
関東Ws 門倉美咲 カドクラミサキ 185375 千葉大学1 関東Ws 梶原裕希 カジハラユキ 196246 東京大学3

関東Ws 小山智子 コヤマサトコ 185398 千葉大学2 関東Ws 増田七彩 マスダナナセ 195994 東京大学3

関東Ws 南晴香 ミナミハルカ 185405 千葉大学2 関東Ws 伊東瑠実子 イトウルミコ 200530 東京大学4
関東Ws 田口由季 タグチユキ 185408 千葉大学2 関東Ws 田代あゆ美 タシロアユミ 183114 東京農工大学3

関東Ws 七夕あかり タナバタアカリ 185415 千葉大学3 関東Ws 稲垣亜希乃 イナガキアキノ 183115 東京農工大学3
関東Ws 八重柏美緒 ヤエカシワミオ 204946 千葉大学3 関東Ws 武田紗知 タケダサチ 183172 東京農工大学3
関東Ws 平井はるな ヒライハルナ 205104 千葉大学4 関東Ws 堀内かほる ホリウチカホル 183173 東京農工大学3

関東Ws 藤田更 フジタサラ 210478 千葉大学4 関東Ws 新坂歩 ニッサカアユミ 180534 東京農工大学4
関東Ws 萩原夏生 ハギワラナツキ 210479 千葉大学4 関東Ws 鈴木彩心 スズキサチ 189852 東京農工大学4

関東Ws 田畑柚紀子 タバタユキコ 210635 千葉大学4 関東Ws 吉澤佳奈 ヨシザワカナ 222757 日本女子大学2

関東Ws 中村茉菜 ナカムラマナ 222755 早稲田大学3 関東Ws 田中圭 タナカケイ 196703 武蔵野大学3

関東Ws 吉澤佳帆 ヨシザワカホ 205097 相模女子大学1 関東Ws 木村るび子 キムラルビコ 221923 立教大学1

関東Ws ノーディング玲奈 ノーディングレナ 204682 相模女子大学1 関東Ws 中島緑里 ナカジマミドリ 221924 立教大学1
関東Ws 杉嵜晏香 スギザキハルカ 205195 相模女子大学1 関東Ws 松島彩夏 マツシマアヤカ 196247 立教大学3
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関東Ws 宮川早穂 ミヤカワサホ 183164 立教大学4 北東Ms 井上雄斗 イノウエユウト 210735 東北大学1
北東Ms 小泉惇平 コイズミジュンペイ 200731 東北大学1

北東Ms 伊藤理流 イトウミチル レンタル 岩手県立大学1 北東Ms 佐藤誠也 サトウセイヤ 211118 東北大学1

北東Ms 水尾泰仁 ミズオヤスヒト レンタル 岩手県立大学4 北東Ms 横山裕晃 ヨコヤマヒロアキ 200736 東北大学1
北東Ms 三田宙知 ミタソラチ レンタル 岩手大学1 北東Ms 福永貴弘 フクナガタカヒロ 210998 東北大学1

北東Ms 周藤裕 ストウユタカ レンタル 岩手大学1 北東Ms 石上朗 イシガミアキラ 200428 東北大学2
北東Ms 帷子大貴 カタビラヒロキ レンタル 岩手大学2 北東Ms 宇都宮淳志 ウツノミヤアツシ 200435 東北大学2
北東Ms 重石尚樹 オモイシナオキ レンタル 岩手大学2 北東Ms 赤井章吾 アカイショウゴ 200417 東北大学2

北東Ms 太田好洋 オオタヨシヒロ レンタル 岩手大学3 北東Ms 齋藤新平 サイトウシンペイ 200532 東北大学2

北東Ms 伊藤健太 イトウケンタ レンタル 岩手大学3 北東Ms 八木颯 ヤギハヤテ 200681 東北大学2
北東Ms 天沼博耀 アマヌマヒロアキ レンタル 岩手大学3 北東Ms 坂本譲 サカモトジョウ 200537 東北大学2
北東Ms 君成田智裕 キミナリタトモヒロ 220414 岩手大学3 北東Ms 小林隆嗣 コバヤシタカツグ 200526 東北大学2

北東Ms 田口茂樹 タグチシゲキ 220520 岩手大学3 北東Ms 小野陽平 オノヨウヘイ 200524 東北大学2
北東Ms 尾形季彦 オガタトシヒコ レンタル 岩手大学3 北東Ms 堀江優貴 ホリエユウキ 200628 東北大学2

北東Ms 高久匠 タカクタクミ 220519 岩手大学3 北東Ms 柴山享佑 シバヤマキョウスケ 200545 東北大学2
北東Ms 藤原大樹 フジワラダイキ レンタル 岩手大学4 北東Ms 廣嶋和貴 ヒロシマカズキ 200624 東北大学2
北東Ms 金野隼希 コンノジュンキ レンタル 岩手大学4 北東Ms 富田涼介 トミタリョウスケ 220436 東北大学2

北東Ms 石澤衛 イシザワマモル レンタル 岩手大学4 北東Ms 関根直紀 セキネナオキ 200576 東北大学2

北東Ms 佐々木克海 ササキカツミ 220413 岩手大学4 北東Ms 佐藤俊太郎 サトウシュンタロウ 200541 東北大学2
北東Ms 阿保光芳 アボミツヨシ レンタル 岩手大学4 北東Ms 村杉英昭 ムラスギヒデアキ 189953 東北大学3
北東Ms 加藤悠太 カトウユウタ 200584 東北大学1 北東Ms 小室慎也 コムロシンヤ 189837 東北大学3

北東Ms 髙本育弥 タカモトイクヤ 200742 東北大学1 北東Ms 半沢守 ハンザワマモル 189926 東北大学3
北東Ms 梶川俊介 カジカワシュンスケ 210730 東北大学1 北東Ms 清水敬太 シミズケイタ 189845 東北大学3

北東Ms 岩崎正嗣 イワサキマサツグ 200536 東北大学1 北東Ms 大川拓哉 オオカワタクヤ 189759 東北大学3
北東Ms 小平修 コダイラシュウ 210741 東北大学1 北東Ms 滝川真弘 タキカワマサヒロ 189899 東北大学3

北東Ms 黒澤祐貴 クロサワユウキ 211157 東北大学1 北東Ms 吉川拓寿 キッカワタクト 189817 東北大学3

北東Ms 三國稔男 ミクニトシオ 210836 東北大学1 北東Ms 橋本航汰 ハシモトコウタ 189917 東北大学3

北東Ms 上野渉 ウエノワタル 210892 東北大学1 北東Ms 矢部謙太 ヤベケンタ 189943 東北大学3

北東Ms 西村肇倫 ニシムラトシミチ 211120 東北大学1 北東Ms 小松栄輝 コマツエイキ 189836 東北大学3
北東Ms 丸山真輝 マルヤママサキ 211147 東北大学1 北東Ms 日隈友也 ヒグマユウヤ 189927 東北大学3
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北東Ms 高野柾人 タカノマサヒト 189898 東北大学3 北東Ms 川本真輝 カワモトマサキ レンタル 北海道大学1
北東Ms 伊藤雅哉 イトウマサヤ 190004 東北大学3 北東Ms 柏木雄毅 カシワギユウキ レンタル 北海道大学2
北東Ms 照井雄大 テルイユウダイ 189900 東北大学3 北東Ms 戸田聖人 トダマサト レンタル 北海道大学2

北東Ms 橋本正毅 ハシモトマサ 189901 東北大学3 北東Ms 松本龍之介 マツモトリュウノスケ レンタル 北海道大学2
北東Ms 佐藤建志 サトウタケシ 190009 東北大学3 北東Ms 坂井浩紀 サカイヒロキ レンタル 北海道大学3

北東Ms 細正隆 ホソマサタカシ 189938 東北大学3 北東Ms 白石祐太 シライシユウタ レンタル 北海道大学4
北東Ms 斎藤健太朗 サイトウケンタロウ 171813 東北大学4 北東Ms 泉修平 イズミシュウヘイ レンタル 北海道大学4
北東Ms 富田航 トミタワタル レンタル 東北大学4 北東Ms 岸祥太郎 キシショウタロウ レンタル 北海道大学4

北東Ms 齋藤真 サイトウシン 200769 東北大学4

北東Ms 原田龍馬 ハラダリョウマ 171711 東北大学4 北東Ws 加藤万由子 カトウマユコ レンタル 岩手大学1
北東Ms 春原広河 スノハラコウガ 171692 東北大学4 北東Ws 畑中志乃 ハタナカシノ レンタル 岩手大学1
北東Ms 乳井草太 ニュウイソウタ レンタル 東北大学4 北東Ws 小林美早紀 コバヤシミサキ レンタル 岩手大学1

北東Ms 橋場良太 ハシバリョウタ 190132 東北大学4 北東Ws 千賀幸 チガミユキ レンタル 岩手大学2
北東Ms 阿部稜 アベリョウ 171581 東北大学4 北東Ws 亀山美沙紀 カメヤマミサキ 220521 岩手大学2

北東Ms 高松涼 タカマツリョウ 210594 福島大学1 北東Ws 若山映令彩 ワカヤマエリサ レンタル 岩手大学2
北東Ms 須田直人 スダナオト 210645 福島大学1 北東Ws 齋藤里紗 サイトウリサ 220518 岩手大学3
北東Ms 馬場雄大 ババユウダイ レンタル 福島大学1 北東Ws 藤田麻矢 フジタマヤ レンタル 岩手大学3
北東Ms 三浦大輝 ミウラヒロキ レンタル 福島大学1 北東Ws 一宮菜津美 イチミヤナツミ 210648 宮城学院女子大学1

北東Ms 鈴木裕登 スズキユウト レンタル 福島大学1 北東Ws 千葉香里 チバカオリ 211095 宮城学院女子大学1
北東Ms 瀧本優貴 タキモトユウキ 210900 福島大学2 北東Ws 藤本朱音 フジモトアカネ 211122 宮城学院女子大学1
北東Ms 武藤祐輝 ムトウユウキ 210901 福島大学2 北東Ws 松永莉弥 マツナガリヤ 200747 宮城学院女子大学1

北東Ms 渥美駿 アツミシュン 210655 福島大学2 北東Ws 鎌田真苗 カマダサナエ 200692 宮城学院女子大学2
北東Ms 黒田光貴 クロダミツタカ レンタル 福島大学2 北東Ws 佐藤未彩 サトウミサ 200696 宮城学院女子大学2
北東Ms 相馬智敦 ソウマトモノブ 210434 福島大学3 北東Ws 三好花奈 ミヨシカナ 200701 宮城学院女子大学2
北東Ms 佐藤弘基 サトウコウキ 210422 福島大学3 北東Ws 尾形奈津季 オガタナツキ 196192 宮城学院女子大学3

北東Ms 庄司大輔 ショウジダイスケ 210993 福島大学3 北東Ws 針生佳奈 ハリウカナ 196193 宮城学院女子大学3

北東Ms 三本杉武大 サンボンスギタケヒロ 210530 福島大学3 北東Ws 保坂拡香 ホサカヒロカ 183028 宮城学院女子大学3

北東Ms 三浦孝之 ミウラタカユキ 210685 福島大学4 北東Ws 高橋ひなの タカハシヒナノ 210432 東北大学1

北東Ms 小室裕貴 コムロヒロキ レンタル 福島大学4 北東Ws 高橋友理奈 タカハシユリナ 200643 東北大学1
北東Ms 藤井勇樹 フジイユウキ レンタル 北海道大学1 北東Ws 伊佐野はる香 イサノハルカ 210419 東北大学1
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北東Ws 松岡天音 マツオカアマネ 200702 東北大学2 北信越Ms 青田正樹 アオタマサキ 210182 新潟大学1
北東Ws 坂本友里子 サカモトユリコ 200540 東北大学2 北信越Ms 山下部慧 ヤマカベケイ 173284 新潟大学1
北東Ws 平野伶奈 ヒラノレナ 200594 東北大学2 北信越Ms 小柏景司 オガシワケイジ 79260 新潟大学2

北東Ws 丁小萌 テイショウボウ レンタル 東北大学2 北信越Ms 鹿島健人 カシマケント 488139 新潟大学2
北東Ws 長谷川真子 ハセガワマコ 200593 東北大学2 北信越Ms 高野兼也 タカノケンヤ 76968 新潟大学2

北東Ws 新井梨子 アライリコ 189758 東北大学3 北信越Ms 郷尚之 ゴウナオユキ 210213 新潟大学2
北東Ws 本間実季 ホンマミキ 189940 東北大学3 北信越Ms 高田和樹 タカダカズキ 210005 新潟大学2
北東Ws 石戸谷枝美 イシトヤエミ レンタル 福島大学1 北信越Ms 土田聡史 ツチダサトシ 77000 新潟大学2

北東Ws 松江裕子 マツエヒロコ レンタル 北海道大学2 北信越Ms 菅野柊斗 スガノシュウト 210387 新潟大学3

北東Ws 吉岡梨花子 ヨシオカリカコ レンタル 北海道大学3 北信越Ms 清水浩太 シミズコウタ 79266 新潟大学3
北東Ws 西方美羽 ニシカタミウ レンタル 北海道大学3 北信越Ms 吉野拓海 ヨシノタクミ 210396 新潟大学3
北東Ws 藤原麻結 フジワラマユ レンタル 岩手県立大学1 北信越Ms 清水健司 シミズケンジ 180910 新潟大学4

北東Ws 澤口未来 サワグチミク レンタル 岩手県立大学1 北信越Ms 久須美裕 クスミヒロシ 76931 新潟大学4
北東Ws 松尾若奈 マツオワカナ レンタル 岩手県立大学1 北信越Ms 片田裕太 カタダユウタ 487854 新潟大学4

北東Ws 武田芽衣 タケダメイ レンタル 岩手県立大学1
北東Ws 佐藤あかり サトウアカリ 220522 岩手県立大学2 北信越Ws 山森汐莉 ヤマモリシオリ 196346 金沢大学1

北信越Ws 鈴木彩可 スズキアヤカ 196347 金沢大学2

北信越Ms 木下涼雅 キノシタリョウガ 210113 金沢工業大学2 北信越Ws 新屋鈴 シンヤスズ 196237 金沢大学2

北信越Ms 本村汰一郎 モトムラタイチロウ 196236 金沢大学1 北信越Ws 木村史依 キムラフミエ 208221 金沢大学3
北信越Ms 井口悠士 イノクチユウシ 208136 金沢大学2 北信越Ws 荒井清美 アライキヨミ 208252 金沢大学4

北信越Ms 大箭歩 オオヤアユム 196611 金沢大学2 北信越Ws 五味あずさ ゴミアズサ 196239 金沢大学4

北信越Ms 渡邊壮 ワタナベソウ 196348 金沢大学2 北信越Ws 佐久間文香 サクマフミカ 183034 新潟大学1
北信越Ms 大竹達也 オオタケタツヤ 208317 金沢大学3 北信越Ws 見延菜穂子 ミノベナホコ 183032 新潟大学1
北信越Ms 山本大輝 ヤマモトヒロキ 208315 金沢大学3 北信越Ws 鈴木友紀乃 スズキユキノ 157853 新潟大学2
北信越Ms 島倉侑志 シマクラユウシ 208454 金沢大学4

北信越Ms 春日直也 カスガナオヤ 208352 金沢大学4 MA 加藤健太 カトウケンタ 190011 東北大学3

北信越Ms 増田暁 マスダアケオ 208323 金沢大学4 MA 新山雅人 シンヤママサト 221755 東京大学1

北信越Ms 森一樹 モリカズキ 208321 金沢大学4 MA 依田瞬 ヨダシュン レンタル 東京農工大学3

北信越Ms 石井大成 イシイタイセイ 79258 新潟大学1
北信越Ms 小松宗一郎 コマツソウイチロウ 210383 新潟大学1

Eカード
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所属大学
学連登録年数

WA 藤谷彩夏 フジタニアヤカ 221562 十文字学園女子大学2

WA 八木香織 ヤギカオリ 221925 跡見女子学園大学1
WA 佐藤理佳 サトウリカ 221604 津田塾大学2

WA 陶山佳陽 スヤマカヨウ レンタル 東京農工大学1
WA 満井唯奈 ミツイユイナ 208276 武蔵野大学3

MF 原田慧吾 ハラダケイゴ 184819 慶應義塾大学1
MF 籠田巧也 カゴタタクヤ レンタル 茨城大学1

MF 海谷佳佑 カイヤケイスケ レンタル 茨城大学1

MF 横林佑亮 ヨコバヤシシュウ レンタル 茨城大学1
MF 島田侑 シマダタスク レンタル 茨城大学1
MF 張替昌吾 ハリガエショウゴ レンタル 茨城大学1

MF 管尾秋紀 スガオシュウキ レンタル 東京農工大学1
MF 松本崇徳 マツモトタカノリ レンタル 東京農工大学1

MF 若林勇樹 ワカバヤシユウキ レンタル 東京農工大学1

WF 竹下あかね タケシタアカネ 196345 金沢大学1

WF 古町遼佳 フルマチハルカ 196240 金沢大学1

WF 下真理子 シモマリコ 168875 横浜市立大学1
WF 石田ひとみ イシダヒトミ 222881 日本女子大学1

WF 荻原沙季 オギワラサキ レンタル 津田塾大学1

WF 杉山智美 スギヤマトモミ 221804 相模女子大学1
WF 八木千尋 ヤギチヒロ レンタル 東京農工大学1
WF 兵藤瑞穂 ヒョウドウミズホ 221921 実践女子大学1
WF 村山友梨 ムラヤマユリ 221896 十文字学園女子大学1
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