
関東Ms
名前 ふりがな 学連登録年数 SIカード 所属

有賀 裕亮 ありが ゆうすけ 4 レンタル 早稲田大学
稲垣 善太 いながき ぜんた 4 レンタル 早稲田大学
友田 雅大 ともだ まさひろ 4 レンタル 早稲田大学
齋藤 佑樹 さいとう ゆうき 3 レンタル 早稲田大学
柴沼 健 しばぬま けん 3 レンタル 早稲田大学

池田 大悟 いけだ だいご 2 レンタル 早稲田大学
内海 瞭 うつみ りょう 2 レンタル 早稲田大学
大橋 遼 おおはし りょう 2 レンタル 早稲田大学

西村 直哉 にしむら なおや 2 レンタル 早稲田大学
長谷川 望 はせがわ のぞみ 2 レンタル 早稲田大学

三瀬 遼太郎 みせりょう たろう 2 レンタル 早稲田大学
三好 将史 みよし まさし 2 レンタル 早稲田大学

石田 健太郎 いしだ けんたろう 1 レンタル 早稲田大学
大石 洋輔 おおいし ようすけ 1 レンタル 早稲田大学
小川 一真 おがわ かずま 1 レンタル 早稲田大学
屋口 正鷹 やぐち まさたか 1 レンタル 早稲田大学
山浦 夏樹 やまうら なつき 1 レンタル 早稲田大学
瀧澤 修人 たきざわ しゅうと 4 レンタル 一橋大学
大田 将司 おおた しょうじ 3 レンタル 一橋大学
梅澤 直幸 うめざわ なおゆき 2 レンタル 一橋大学
木下 達仁 きのした たつひと 2 レンタル 一橋大学

高見澤 翔一 たかみざわ しょういち 2 レンタル 一橋大学
柏田 芳樹 かしわだ よしき 1 レンタル 一橋大学
高橋 英人 たかはし ひでと 1 レンタル 一橋大学
伊藤 祐 いとう ゆう 1 レンタル 筑波大学

柿沼 晴喜 かきぬま はるき 1 レンタル 筑波大学
小牧 弘希 こまき ひろき 1 レンタル 筑波大学
小山 正伍 こやま しょうご 1 レンタル 筑波大学

佐々木 啓彦 ささき はるひこ 1 レンタル 筑波大学
高柳 知朗 たかやなぎ ともろう 1 レンタル 筑波大学
谷野 文史 たにの ふみちか 1 レンタル 筑波大学
内山 悠真 うちやま ゆうま 2 レンタル 筑波大学
河北 拓人 かわきた たくと 2 レンタル 筑波大学
木村 文岳 きむら ふみたけ 2 レンタル 筑波大学
鈴木 大喜 すずき たいき 2 レンタル 筑波大学
須藤 貴也 すどう たかや 2 レンタル 筑波大学
高本 章寛 たかもと あきひろ 2 レンタル 筑波大学
中野 直生 なかの なおき 2 レンタル 筑波大学
鳩 力乃介 はと りきのすけ 2 レンタル 筑波大学
安達 郁哉 あだち いくや 3 レンタル 筑波大学
大野 亘毅 おおの こうき 3 レンタル 筑波大学
楠 健志 くすのき けんじ 3 レンタル 筑波大学

中島 颯大 なかじま そうた 3 レンタル 筑波大学
仁野平 拓 にのひら たく 3 レンタル 筑波大学
橋本 直幸 はしもと なおゆき 3 レンタル 筑波大学
今堀 仁誠 いまほり まさのぶ 4 レンタル 筑波大学
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大塩 耕平 おおしお こうへい 4 レンタル 筑波大学
小林 大悟 こばやし だいご 4 レンタル 筑波大学
小森 太郎 こもり たろう 4 レンタル 筑波大学

藤倉 真太郎 ふじくら しんたろう 4 レンタル 筑波大学
前畑 健人 まえはた けんと 4 レンタル 筑波大学
三橋 武史 みつはし たけし 4 レンタル 筑波大学

渡邊 健太郎 わたなべ けんたろう 4 レンタル 筑波大学
前田 典歩 まえだ のりふみ 1 レンタル 筑波大学
石山 雄太 いしやま ゆうた 1 レンタル 武蔵大学
到津 春樹 いとうづ はるき 1 レンタル 茨城大学

小田桐 正樹 おだぎり まさき 1 レンタル 茨城大学
菅沼 友仁 すがぬま ゆうと 1 レンタル 茨城大学
野沢 星雅 のざわ せが 1 レンタル 茨城大学
森田 翔央 もりた しょう 1 レンタル 茨城大学
七五三 碧 しめ あおい 2 レンタル 茨城大学
奥尾 優理 おくお ゆうり 3 レンタル 茨城大学
川崎 翔 かわさき しょう 3 レンタル 茨城大学

藤原 真吾 ふじわら しんご 2 レンタル 関東学院大学
生田 崚 いくた りょう 1 レンタル 関東学院大学

上村 太城 うえむら たいじょう 2 レンタル 慶應義塾大学
吉澤 雄大 よしざわ ゆうた 4 レンタル 慶應義塾大学
小澤 翔 おざわ しょう 4 レンタル 慶應義塾大学

川田 将太 かわだ しょうた 4 レンタル 慶應義塾大学
茂原 瑞基 しげはら みずき 2 レンタル 慶應義塾大学
浜野 奎 はまの けい 3 レンタル 慶應義塾大学

上島 浩平 かみじま こうへい 3 レンタル 慶應義塾大学
桃井 陽佑 ももい ようすけ 2 レンタル 慶應義塾大学
西下 遼介 にしした りょうすけ 2 レンタル 慶應義塾大学
渡辺 鷹志 わたなべ たかし 2 レンタル 慶應義塾大学
原田 慧吾 はらだ けいご 3 レンタル 慶應義塾大学
深野 広大 ふかの こうだい 3 レンタル 慶應義塾大学

和田 康次郎 わだ こうじろう 4 レンタル 慶應義塾大学
坂梨 敬哉 さかなし たかや 4 レンタル 慶應義塾大学
戸澤 貴志 とざわ たかし 2 レンタル 横浜国立大学
稲森 剛 いなもり ごう 3 レンタル 横浜国立大学

森元 駿介 もりもと しゅんすけ 3 レンタル 横浜国立大学
宮下 旺 みやした あきら 3 レンタル 横浜国立大学

石井 悠太 いしい ゆうた 3 レンタル 横浜国立大学
田中 創士 たなか そうし 4 レンタル 横浜国立大学
伊藤 樹 いとう いつき 3 レンタル 横浜国立大学

檜脇 悠輔 ひわき ゆうすけ 4 レンタル 東京工業大学
武田 悠作 たけだ ゆうさく 4 レンタル 東京工業大学
小野 駿介 おの しゅんすけ 4 レンタル 東京工業大学
桑原 恒平 くわはら こうへい 4 レンタル 東京工業大学
中谷 鴻太 なかたに こうた 4 レンタル 東京工業大学

大久保 雄真 おおくぼ ゆうま 3 レンタル 東京工業大学
上野 康平 うえの こうへい 3 レンタル 東京工業大学
神野 直紀 じんの なおき 3 レンタル 東京工業大学
小原 和彦 おばら かずひこ 3 レンタル 東京工業大学
藤本 翔太 ふじもと しょうた 3 レンタル 東京工業大学
椎名 渉 しいな わたる 3 レンタル 東京工業大学

瀬川 桃加 せがわ ももか 3 レンタル 東京工業大学
島田 雄史 しまだ ゆうじ 3 レンタル 東京工業大学
市川 渉 いちかわ わたる 3 レンタル 東京工業大学

毛利 廣元 もうり ひろもと 3 レンタル 東京工業大学
尾山 直駿 おやま なおとし 2 レンタル 東京工業大学
若松 甫 わかまつ はじめ 2 レンタル 東京工業大学

岡田 怜真 おかだ りょうま 2 レンタル 東京工業大学
大倉 崚吾 おおくら りょうご 2 レンタル 東京工業大学



田口 滉一 たぐち ひろかず 2 レンタル 東京工業大学
藤田 純矢 ふじた じゅんや 2 レンタル 東京工業大学
法月 奏太 のりづき そうた 2 レンタル 東京工業大学
九野 将太 くの しょうた 2 レンタル 東京工業大学
櫻井 一樹 さくらい かずき 1 レンタル 東京工業大学
天木 祐希 あまき ゆうき 1 レンタル 東京工業大学
庄司 晃太 しょうじ こうた 1 レンタル 東京工業大学
島津 仁 しまづ ひとし 1 レンタル 東京工業大学

山本 洵哉 やまもと しゅんや 1 レンタル 東京工業大学
櫻木 嵩斗 さくらぎ たかと 1 レンタル 東京工業大学
樫森 康晴 かしもり やすはる 1 レンタル 東京工業大学
小寺 義伸 こでら よしのぶ 1 レンタル 東京工業大学
高橋 洸太 たかはし こうた 1 レンタル 東京工業大学
三浦 開登 みうら かいと 1 レンタル 東京工業大学
柳 康太 やなぎ こうた 1 レンタル 東京工業大学

河野 貴大 かわの たかひろ 1 レンタル 東京工業大学
古殿 直也 ふるどの なおや 1 レンタル 東京工業大学
豊澤 義文 とよさわ よしふみ 1 レンタル 東京工業大学
堀川 晃太 ほりかわ こうた 1 レンタル 東京工業大学
大屋 和貴 おおや かずき 1 レンタル 東京工業大学
植田 翔大 うえだ しょうた 4 レンタル 東京大学
加藤 岬 かとう みさき 4 レンタル 東京大学
粂 潤哉 くめ じゅんや 4 レンタル 東京大学
瀬川 出 せがわ いずる 4 レンタル 東京大学

竹内 元哉 たけうち げんや 4 レンタル 東京大学
田中 翔大 たなか しょうた 4 レンタル 東京大学
刀根 大輔 とね だいすけ 4 レンタル 東京大学
中野 喬博 なかの たかひろ 4 レンタル 東京大学
平山 遼太 ひらやま りょうた 4 レンタル 東京大学
増田 健也 ますだ けんや 4 レンタル 東京大学
松尾 怜治 まつお れいじ 4 レンタル 東京大学
三科 圭史 みしな よしふみ 4 レンタル 東京大学
出原 優一 いずはら ゆういち 3 レンタル 東京大学
岡本 洸彰 おかもと ひろあき 3 レンタル 東京大学
佐藤 遼平 さとう りょうへい 3 レンタル 東京大学
清水 直 しみず なお 3 レンタル 東京大学

殿垣 佳治 とのがき けいじ 3 レンタル 東京大学
新田見 優輝 にたみ ゆうき 3 レンタル 東京大学
濱宇津 佑亮 はまうづ ゆうすけ 3 レンタル 東京大学

宮本 樹 みやもと たつき 3 レンタル 東京大学
村井 智也 むらい ともや 3 レンタル 東京大学
横堀 聖人 よこぼり まさと 3 レンタル 東京大学
石田 晴輝 いしだ はるき 2 レンタル 東京大学
大橋 陽樹 おおはし はるき 2 レンタル 東京大学
佐藤 公洋 さとう きみひろ 2 レンタル 東京大学
種市 雅也 たねいち まさや 2 レンタル 東京大学
山川 登 やまかわ のぼる 2 レンタル 東京大学

池田 直樹 いけだ なおき 1 レンタル 東京大学
大鶴 啓介 おおつる けいすけ 1 レンタル 東京大学

久保川 和馬 くぼかわ かずま 1 レンタル 東京大学
権守 歩斗 ごんのかみ あゆと 1 レンタル 東京大学
椎名 晃丈 しいな あきひろ 1 レンタル 東京大学
鶴原 啓 つるはら けい 1 レンタル 東京大学

中村 僚宏 なかむら ともひろ 1 レンタル 東京大学
根本 夏林 ねもと かりん 1 レンタル 東京大学
森川 周 もりかわ しゅう 1 レンタル 東京大学

坂野 翔也 ばんの しょうや 4 レンタル 東京理科大学
澤村 健司 さわむら けんじ 3 レンタル 東京理科大学
大丸 仁志 おうまる まさし 3 レンタル 東京理科大学



渡邊 俊祐 わたなべ しゅんすけ 2 レンタル 東京理科大学
関塚 大誠 せきづか たいせい 2 レンタル 東京理科大学
菊池 宏希 きくち ひろき 2 レンタル 東京農工大学
小野 裕登 おの ひろと 2 レンタル 東京農工大学
郷 朝紀 ごう とものり 2 レンタル 東京農工大学

大石 征裕 おおいし ゆきひろ 1 レンタル 東京農工大学
長井 健太 ながい けんた 3 レンタル 東京農工大学
川名 竣介 かわな しゅんすけ 2 レンタル 東京農工大学
山田 大雅 やまだ たいが 1 レンタル 中央大学
佐藤 陽太 さとう ようた 4 レンタル 横浜市立大学
千葉 悠斗 ちば ゆうと 4 レンタル 横浜市立大学
角田 貴大 つのだ たかひろ 4 レンタル 横浜市立大学
梅村隼人 うめむら はやと 3 レンタル 横浜市立大学
北川 賢也 きたがわ けんや 3 レンタル 横浜市立大学
菅野 裕貴 かんの ひろき 1 レンタル 横浜市立大学
鈴木 京佑 すずき きょうすけ 1 レンタル 横浜市立大学
児玉 涼太 こだま りょうた 2 レンタル 群馬大学
磯邉 岳晃 いそべ たけあき 1 レンタル 千葉大学
得能 渉 とくのう わたる 1 レンタル 千葉大学

宮嶋 哲矢 みやじま てつや 1 レンタル 千葉大学
地﨑 匡哉 ちざき まさや 2 レンタル 千葉大学
山田 翔太 やまだ しょうた 4 レンタル 千葉大学
國方 敬史 くにかた けいじ 4 レンタル 千葉大学
久野 元嗣 くの もとつぐ 4 レンタル 千葉大学
中野 航友 なかの こうすけ 4 レンタル 千葉大学

北信越Ms
名前 ふりがな 学連登録年数 SIカード 所属

滝沢 壮太 たきざわ そうた 1 レンタル 新潟大学
渡邉 駿太 わたなべ しゅんた 2 レンタル 新潟大学
青田 正樹 あおた まさき 3 レンタル 新潟大学
設楽 夏樹 したら なつき 3 レンタル 新潟大学
高野 兼也 たかの けんや 4 レンタル 新潟大学
小柏 景司 おがしわ けいじ 4 レンタル 新潟大学
郷 尚之 ごう なおゆき 4 レンタル 新潟大学

石井 大成 いしい たいせい 3 レンタル 新潟大学
大箭 歩 おおや あゆむ 4 レンタル 金沢大学

清水 龍太 しみず りゅうた 4 レンタル 金沢大学
渡邊 壮 わたなべ そう 4 レンタル 金沢大学

神谷 孫斗 かみや まごと 3 レンタル 金沢大学
辻岡 尚太郎 つじおか こうたろう 3 レンタル 金沢大学

寺西 翔 てらにし かける 3 レンタル 金沢大学
波多野 利樹 はたの としき 2 レンタル 金沢大学
吉田 涼哉 よしだ りょうや 2 レンタル 金沢大学
渡邊 寛希 わたなべ ひろき 1 レンタル 金沢大学

関東Ws
名前 ふりがな 学連登録年数 SIカード 所属

山下 桃子 やました ももこ 2 レンタル 早稲田大学
秋山 美怜 あきやま みれい 1 レンタル 早稲田大学
田中 弥怜 たなか みれい 1 レンタル 早稲田大学
吉澤 佳奈 よしざわ かな 4 レンタル 日本女子大学
久野 公愛 くの まさえ 2 レンタル 日本女子大学
齋藤 文菜 さいとう あやな 2 レンタル 日本女子大学
高橋 利奈 たかはし りな 2 レンタル 日本女子大学
金子 詩乃 かねこ しの 1 レンタル 日本女子大学
菅原 真優 すがわら まゆ 1 レンタル 日本女子大学



藥師神 さらら やくしじん さらら 1 レンタル 日本女子大学
宮本 和奏 みやもと わかな 1 レンタル 筑波大学
小竹 佳穂 こたけ かほ 2 レンタル 筑波大学
佐野 響 さの ひびき 2 レンタル 筑波大学
鄭 爽 てい そう 2 レンタル 筑波大学

増澤 すず ますざわ すず 2 レンタル 筑波大学
坂本 彩 さかもと あや 2 レンタル 筑波大学

山岸 夏希 やまぎし なつき 3 レンタル 筑波大学
林 利奈 はやし りな 1 レンタル 東洋大学

野中 麻佑子 のなか まゆこ 1 レンタル 聖心女子大学
木村 るび子 きむら るびこ 3 レンタル 立教大学
中島 緑里 なかじま みどり 3 レンタル 立教大学
香取 瑞穂 かとり みずほ 1 レンタル 立教大学
世良 史佳 せら ふみか 1 レンタル 立教大学
勝山 佳恵 かつやま よしえ 3 レンタル 茨城大学
上妻 紅音 こうづま あかね 4 レンタル 慶應義塾大学
畠山 和 はたやま のどか 1 レンタル 横浜国立大学
清野 幸 きよの さち 1 レンタル 横浜国立大学

後藤 奈々 ごとう なな 2 レンタル 東京工業大学
片岡 茅悠 かたおか ちひろ 1 レンタル 東京大学
西谷 彩奈 にしや あやな 1 レンタル 東京理科大学
沢辺 百合 さわべ ゆり 1 レンタル 東京理科大学
村山 友梨 むらやま ゆり 3 レンタル 十文字学園女子大
小林 美咲 こばやし みさき 2 レンタル 十文字学園女子大
小林 結菜 こばやし ゆいな 2 レンタル 十文字学園女子大
八木 千尋 やぎ ちひろ 3 レンタル 東京農工大学
石坪 夕奈 いしつぼ ゆうな 2 レンタル 東京農工大学
平松 夕衣 ひらまつ ゆい 3 レンタル 横浜市立大学

篠塚 みずき しのづか みずき 2 レンタル 横浜市立大学
古谷 直央 ふるや なお 2 レンタル 横浜市立大学
松嶋 夏子 まつしま なつこ 2 レンタル 横浜市立大学
田村 一紗 たむら かずさ 1 レンタル 横浜市立大学
松田 千果 まつだ ちか 1 レンタル 横浜市立大学
篠崎 萌希 しのざき もえぎ 2 レンタル 横浜市立大学
潘 晨妍 はん しんいぇん 2 レンタル フェリス女学院大学

村田 茉奈美 むらた まなみ 3 レンタル フェリス女学院大学
木越 綾香 きごし あやか 1 レンタル 群馬大学
小林 晴美 こばやし はるみ 4 レンタル 実践女子大学
飯田 涼芳 いいだ すずか 2 レンタル 実践女子大学
立花 和祈 たちばな わき 3 レンタル 実践女子大学

鹿野 梨佳子 しかの りかこ 2 レンタル 実践女子大学
福田 緒 ふくだ いと 2 レンタル 実践女子大学

三浦 やよい みうら やよい 4 レンタル 相模女子大学
櫻井 彩菜 さくらい あやな 4 レンタル 相模女子大学
野村 麻奈 のむら まな 2 レンタル 相模女子大学
吉原 沙渚 よしはら さな 2 レンタル 相模女子大学
三木 智海 みき ともみ 1 レンタル 千葉大学
鈴木 咲希 すずき さき 2 レンタル 千葉大学
森谷 風香 もりや ふうか 3 レンタル 千葉大学
香取 菜穂 かとり なほ 3 レンタル 千葉大学
小山 智子 こやま さとこ 4 レンタル 千葉大学

北信越Ws
名前 ふりがな 学連登録年数 SIカード 所属

深田 愛理 ふかだ あいり 1 レンタル 新潟大学
藤田 真理子 ふじた まりこ 2 レンタル 新潟大学
山内 美輝 やまうち みき 2 レンタル 新潟大学

佐久間 文香 さくま ふみか 3 レンタル 新潟大学



鈴木 友紀乃 すずき ゆきの 4 レンタル 新潟大学
鈴木 彩可 すずき あやか 4 レンタル 金沢大学
山森 汐莉 やまもり しおり 3 レンタル 金沢大学


