
ME (156名) 

菅沼 友仁 すがぬま ゆうと ME 2 239639 茨城大学 

野沢 星雅 のざわ せが ME 2 239640 茨城大学 

到津 春樹 いとうず はるき ME 2 239641 茨城大学 

豊田 健登 とよだ けんと ME 2 239653 茨城大学 

七五三 碧 しめ あおい ME 3 502302 茨城大学 

望月 ヤマト もちづき やまと ME 3 502301 茨城大学 

奥尾 優里 おくお ゆうり ME 4 221792 茨城大学 

川崎 翔 かわさき しょう ME 4 502617 茨城大学 

水澤 和大 みずさわ かずひろ ME 1 506229 茨城大学 

藤原 真吾 ふじわら しんご ME 3 505095 関東学院大学 

生田 崚 いくた りょう ME 2 502500 関東学院大学 

児玉 涼太 こだま りょうた ME 3  群馬大学 

清水 俊祐 しみず しゅんすけ ME 3 231723 慶應義塾大学 

上村 太城 うえむら たいじょう ME 3 502751 慶應義塾大学 

渡辺 鷹志 わたなべ たかし ME 3 502762 慶應義塾大学 

西下 遼介 にしした りょうすけ ME 3 502499 慶應義塾大学 

浜野 奎 はまの けい ME 4 221515 慶應義塾大学 

茂原 瑞樹 しげはら みずき ME 3 233556 慶應義塾大学 

深野 広大 ふかの こうだい ME 4 228239 慶應義塾大学 

桃井 陽佑 ももい ようすけ ME 3 505094 慶應義塾大学 

江野 弘太郎 えの こうたろう ME 2 505266 慶應義塾大学 

大田 雄哉 おおた ゆうや ME 3 232423 慶應義塾大学 

原田 彗吾 はらだ けいご ME 4 502754 慶應義塾大学 

得能 渉 とくのう わたる ME 2 240114 千葉大学 

村山 泰眸 むらやま たいむ ME 2 228340 千葉大学 

磯邉 岳晃 いそべ たけあき ME 2 240111 千葉大学 

岩佐 一大 いわさ かずひろ ME 2 240110 千葉大学 

水流 尚樹 つる なおき ME 2 228338 千葉大学 

奥田 陸 おくだ りく ME 3 228337 千葉大学 

結城 大瑚 ゆうき だいご ME 4 228336 千葉大学 

本多 一成 ほんだ いっせい ME 2 228231 千葉大学 

橋本 勇士 はしもと ゆうし ME 2 210635 千葉大学 

森山 凌佑 もりやま りょうすけ ME 2 210571 千葉大学 



地﨑 匡哉 ちざき まさや ME 3 210553 千葉大学 

宮嶋 哲矢 みやじま てつや ME 2 210479 千葉大学 

伊藤 祐 いとう ゆう ME 2  筑波大学 

柿沼 晴喜 かきぬま はるき ME 2  筑波大学 

小牧 弘季 こまき ひろき ME 2  筑波大学 

小山 正伍 こやま しょうご ME 2  筑波大学 

佐々木 啓彦 ささき はるひこ ME 2  筑波大学 

高柳 知朗 たかやなぎ ともろう ME 2  筑波大学 

谷野 文史 たにの ふみちか ME 2  筑波大学 

前田 典歩 まえだ のりふみ ME 2  筑波大学 

河北 拓人 かわきた たくと ME 3  筑波大学 

鈴木 大喜 すずき たいき ME 3  筑波大学 

高本 章寛 たかもと あきひろ ME 3  筑波大学 

鳩 力乃介 はと りきのすけ ME 3  筑波大学 

横山 司 よこやま つかさ ME 3  筑波大学 

青野 綾介 あおの りょうすけ ME 4  筑波大学 

青山 知史 あおやま さとし ME 4  筑波大学 

安達 郁哉 あだち いくや ME 4  筑波大学 

大野 亘毅 おおの こうき ME 4  筑波大学 

楠 健志 くすのき けんじ ME 4 500443 筑波大学 

中島 颯大 なかじま そうた ME 4  筑波大学 

仁野平 拓 にのひら たく ME 4  筑波大学 

橋本 直幸 はしもと なおゆき ME 4  筑波大学 

出原 優一 いずはら ゆういち ME 4 236127 東京大学 

岡本 洸彰 おかもと ひろあき ME 4 221644 東京大学 

河本 将毅 かわもと まさき ME 4 236128 東京大学 

佐藤 遼平 さとう りょうへい ME 4 239526 東京大学 

谷口 文弥 たにぐち ふみや ME 4 221760 東京大学 

殿垣 佳治 とのがき けいじ ME 4 221808 東京大学 

豊田 伸平 とよだ しんぺい ME 4 221926 東京大学 

西田 成佑 にしだ まさひろ ME 4 221931 東京大学 

新田見 優輝 にたみ ゆうき ME 4 221616 東京大学 

濱宇津 佑亮 はまうづ ゆうすけ ME 4 221817 東京大学 

三上 拓真 みかみ たくま ME 4 221822 東京大学 

宮本 樹 みやもと たつき ME 4 185352 東京大学 



村井 智也 むらい ともや ME 4 221824 東京大学 

飯田 泰史 いいだ やすふみ ME 3 231446 東京大学 

石田 晴輝 いしだ はるき ME 3 231456 東京大学 

後藤 幸大 ごとう こうだい ME 3 231462 東京大学 

比企野 純一 ひきの じゅんいち ME 3 231227 東京大学 

山川 登 やまかわ のぼる ME 3 183075 東京大学 

浅井 寛之 あさい ひろゆき ME 2 236019 東京大学 

池田 直樹 いけだ なおき ME 2 236020 東京大学 

久保川 和馬 くぼかわ かずま ME 2 244594 東京大学 

椎名 晃丈 しいな あきひろ ME 2 236023 東京大学 

鶴原 啓 つるはら けい ME 2 236024 東京大学 

中村 僚宏 なかむら ともひろ ME 2 236047 東京大学 

根本 夏林 ねもと かりん ME 2 236048 東京大学 

森川 周 もりかわ しゅう ME 2 196644 東京大学 

小原 和彦 おばら かずひこ ME 4 501021 東京工業大学 

神野 直紀 じんの なおき ME 4 501847 東京工業大学 

上野 康平 うえの こうへい ME 4 501744 東京工業大学 

藤本 翔太 ふじもと しょうた ME 4 501848 東京工業大学 

島田 雄史 しまだ ゆうじ ME 4 233270 東京工業大学 

椎名 渉 しいな わたる ME 4 501781 東京工業大学 

瀬川 桃加 せがわ ももか ME 4 233271 東京工業大学 

若松 甫 わかまつ はじめ ME 3 233377 東京工業大学 

藤田 純矢 ふじた じゅんや ME 3 233378 東京工業大学 

尾山 直駿 おやま なおとし ME 3 233379 東京工業大学 

岡田 怜真 おかだ りょうま ME 3 220216 東京工業大学 

田口 滉一 たぐち ひろかず ME 3 220281 東京工業大学 

法月 奏太 のりづき そうた ME 3 220290 東京工業大学 

樫森 康晴 かしもり やすはる ME 2 220358 東京工業大学 

天木 祐希 あまき ゆうき ME 2 220359 東京工業大学 

櫻木 嵩斗 さくらぎ たかと ME 2 501782 東京工業大学 

河野 貴大 かわの たかひろ ME 2 501783 東京工業大学 

高橋 洸太 たかはし こうた ME 2 220377 東京工業大学 

三浦 開登 みうら かいと ME 2 220380 東京工業大学 

古殿 直也 ふるどの なおや ME 2 220381 東京工業大学 

浴 歩輝 えき あゆき ME 2 209790 東京工業大学 



山本 洵哉 やまもと しゅんや ME 2 209791 東京工業大学 

櫻井 一樹 さくらい かずき ME 2 210001 東京工業大学 

庄司 晃太 しょうじ こうた ME 2 210003 東京工業大学 

大屋 和貴 おおや かずき ME 2 210004 東京工業大学 

小寺 義伸 こでら よしのぶ ME 2 501846 東京工業大学 

豊澤 義文 とよさわ よしふみ ME 2 210029 東京工業大学 

柳 康太 やなぎ こうた ME 2 180504 東京工業大学 

島津 仁 しまづ ひとし ME 2 180505 東京工業大学 

川名 竣介 かわな しゅんすけ ME 3 240602 東京農工大学 

長井 健太 ながい けんた ME 4 239517 東京農工大学 

早川 徹彦 はやかわ てつひこ ME 3 502760 東京農工大学 

小野 裕登 おの ひろと ME 3 239518 東京農工大学 

大石 征裕 おおいし ゆきひろ ME 2 240603 東京農工大学 

板橋 侑樹 いたばし ゆうき ME 2 240515 東京農工大学 

押切 嶺於 おしきり れお ME 2 239522 東京農工大学 

小池 剛大 こいけ ゆきひろ ME 2 239523 東京農工大学 

渡邊 俊祐 わたなべ しゅんすけ ME 3 502295 東京理科大学 

関塚 大誠 せきづか たいせい ME 3 222769 東京理科大学 

大田 将司 おおた しょうじ ME 4 221607 一橋大学 

小池 一輝 こいけ かずき ME 4 221608 一橋大学 

木下 達仁 きのした たつひと ME 3 231449 一橋大学 

後藤 和樹 ごとう かずき ME 3 231455 一橋大学 

高見澤 翔一 たかみざわ しょういち ME 3 231082 一橋大学 

柏田 芳樹 かしわだ よしき ME 2 236017 一橋大学 

高橋 英人 たかはし ひでと ME 2 183070 一橋大学 

増子 真太朗 ますこ しんたろう ME 2 236018 一橋大学 

鈴木 京佑 すずき きょうすけ ME 2 505264 横浜市立大学 

北川 賢也 きたがわ けんや ME 4 228238 横浜市立大学 

菅野 裕貴 かんの ひろき ME 2 505267 横浜市立大学 

侭田 卓磨 ままだ たくま ME 2 505312 横浜国立大学 

津田 卓磨 つだ たくま ME 2 505311 横浜国立大学 

佐藤 健斗 さとう けんと ME 2 505212 横浜国立大学 

中嶋 律起 なかじま りつき ME 2 505308 横浜国立大学 

戸澤 貴志 とざわ たかし ME 3 502750 横浜国立大学 

中村 直暉 なかむら なおき ME 3 502753 横浜国立大学 



山田 光輝 やまだ こうき ME 3 505093 横浜国立大学 

石井 悠太 いしい ゆうた ME 4 231934 横浜国立大学 

稲森 剛 いなもり ごう ME 4 502502 横浜国立大学 

森元 駿介 もりもと しゅんすけ ME 4 502038 横浜国立大学 

斎藤 佑樹 さいとう ゆうき ME 4 222752 早稲田大学 

池田 匠 いけだ たくみ ME 1 502867 早稲田大学 

大石 洋輔 おおいし ようすけ ME 2 183067 早稲田大学 

屋口 正鷹 やぐち まさたか ME 2 502597 早稲田大学 

小川 一真 おがわ かずま ME 2 502493 早稲田大学 

萱沼 優也 かやぬま ゆうや ME 2 501682 早稲田大学 

三瀬 遼太郎 みせ りょうたろう ME 3 502198 早稲田大学 

石田 健太郎 いしだ けんたろう ME 2 502599 早稲田大学 

三好 将史 みとし まさし ME 3 502297 早稲田大学 

長谷川 望 はせがわ のぞみ ME 3 502197 早稲田大学 

中村 諒 なかむら りょう ME 1 221810 早稲田大学 

山浦 夏樹 やまうら なつき ME 2 222811 早稲田大学 

内海 瞭 うつみ りょう ME 3 502194 早稲田大学 

柴沼 健 しばぬま けん MEC 4 222758 早稲田大学 

 

WE (55名) 

小林 璃衣紗 こばやし りいさ WE 1 401592 青山学院大学 

橋本 花恵 はしもと はなえ WE 2 239643 茨城大学 

伊藤 ひかり いとう ひかり WE 2 210552 茨城大学 

和田 あゆみ わだ あゆみ WE 4 502752 慶應義塾大学 

野村 麻奈 のむら まな WE 3 205195 相模女子大学 

米山 アン よねやま あん WE 2 205103 相模女子大学 

林 智歩 はやし ちほ WE 2 505313 相模女子大学 

飯田 涼芳 いいだ すずか WE 3 231451 実践女子大学 

立花 和祈 たちばな わき WE 4 221919 実践女子大学 

増田 風見花 ますだ ふみか WE 4 221922 実践女子大学 

鹿野 梨佳子 しかの りかこ WE 3 231448 実践女子大学 

田原 真綺 たはら まき WE 3 231200 実践女子大学 

加藤 めぐみ かとう めぐみ WE 4 221928 十文字学園女子大学 

村山 友梨 むらやま ゆり WE 4 221896 十文字学園女子大学 



小林 美咲 こばやし みさき WE 3 231090 十文字学園女子大学 

野中 麻佑子 のなか まゆこ WE 2 236154 聖心女子大学 

稲垣 秀奈美 いながき ほなみ WE 4 240250 千葉大学 

森谷 風香 もりや ふうか WE 4 240249 千葉大学 

香取 菜穂 かとり なほ WE 4 240247 千葉大学 

鈴木 咲希 すずき さき WE 3 210478 千葉大学 

三木 智海 みき ともみ WE 2 210377 千葉大学 

佐久間 若菜 さくま わかな WE 2  筑波大学 

宮本 和奏 みやもと わかな WE 2  筑波大学 

小竹 佳穂 こたけ かほ WE 3  筑波大学 

佐野 響 さの ひびき WE 3  筑波大学 

鄭 爽 てい そう WE 3  筑波大学 

山岸 夏希 やまぎし なつき WE 4  筑波大学 

保木 祥声 やすき さきな WE 2 236056 津田塾大学 

栗本 美緒 くりもと みお WE 2 236055 津田塾大学 

八木 千尋 やぎ ちひろ WE 4 239524 東京農工大学 

石坪 夕奈 いしつぼ ゆうな WE 3 189851 東京農工大学 

菅原 衣織 すがはら いおり WE 3 239526 東京農工大学 

稲邉 穂乃香 いなべ ほのか WE 2 239623 東京農工大学 

西谷 彩奈 にしや あやな WE 2 502492 東京理科大学 

高橋 利奈 たかはし りな WE 3 502196 日本女子大学 

久野 公愛 くの まさえ WE 3 502195 日本女子大学 

金子 詩乃 かねこ しの WE 2 502596 日本女子大学 

菅原 真優 すがわら まゆ WE 2 502595 日本女子大学 

佐藤 珠穂 さとう たまお WE 2 236054 法政大学 

平松 夕衣 ひらまつ ゆい WE 4 221973 横浜市立大学 

田村 一紗 たむら かずさ WE 2 505310 横浜市立大学 

松田 千果 まつだ ちか WE 2 505211 横浜市立大学 

篠塚 みずき しのづか みずき WE 3 502501 横浜市立大学 

古谷 直央 ふるや なお WE 3 501839 横浜市立大学 

篠崎 萌希 しのざき もえぎ WE 3 501681 横浜市立大学 

清野 幸 きよの さち WE 2 505263 横浜国立大学 

畠山 和 はたやま のどか WE 2 505096 横浜国立大学 

木村 るび子 きむら るびこ WE 4 221923 立教大学 

中島 緑里 なかじま みどり WE 4 236129 立教大学 



香取 瑞穂 かとり みずほ WE 2 236152 立教大学 

世良 史佳 せら ふみか WE 2 236153 立教大学 

田中 弥怜 たなか みれい WE 2 502598 早稲田大学 

秋山 美玲 あきやま みれい WE 2 502513 早稲田大学 

冨永 万由 とみなが まゆ WE 2 502600 早稲田大学 

楊 馨逸 よう かおり WE 2 502507 早稲田大学 

 

MA (10名) 

高橋 克明 たかはし かつあき MA 2  群馬大学 

池田 京史 いけだ あつし MA 3 205257 千葉大学 

山口 龍哉 やまぐち たつや MA 3 205081 千葉大学 

小川 詔太郎 おがわ しょうたろう MA 4  電気通信大学 

朝倉 紗斗至 あさくら さとし MA 3  電気通信大学 

樋口 遼太郎 ひぐち りょうたろう MA 3  電気通信大学 

河村 優周 かわむら まさひろ MA 2  電気通信大学 

山本 遼 やまもと りょう MA 2  電気通信大学 

日比 浩喜 ひび こうき MA 2 236049 東京大学 

海老原 稜大 えびはら りょうた MA 3 未定 一橋大学 

 

WA (5名) 

小室 菜々子 こむろ ななこ WA 2 210906 茨城大学 

市原 双葉 いちはら ふたば WA 2  群馬大学 

杉山 智美 すぎやま ともみ WA 4 204675 相模女子大学 

山本 優海 やまもと ゆうみ WA 3 239121 実践女子大学 

片岡 茅悠 かたおか ちひろ WA 2 236159 東京大学 

 

MF (73名) 

溝井 翔太 みぞい しょうた MF 1 506124 茨城大学 

竹下 晴山 たけした はるたか MF 1 506230 茨城大学 

遠藤 優介 えんどう ゆうすけ MF 1 506126 茨城大学 

西田 直人 にしだ なおと MF 1 506118 茨城大学 

水原 航平 みずはら こうへい MF 1 161183 茨城大学 



笹嶋 建吾 ささじま けんご MF 1 506231 茨城大学 

土屋 輝 つちや ひかる MF 1 240609 関東学院大学 

林 昇吾 はやし しょうご MF 1 196659 関東学院大学 

高橋 周 たかはし ひとし MF 1 196671 関東学院大学 

山田 涼太 やまだ りょうた MF 1  群馬大学 

伊藤 頌太 いとう しょうた MF 1 239291 慶應義塾大学 

大串 裕也 おおぐし ゆうや MF 1 205080 千葉大学 

笠井 虹汰 かさい こうた MF 1 205078 千葉大学 

伊地知 淳 いじち じゅん MF 1 205056 千葉大学 

渡邉 大地 わたなべ だいち MF 1 204946 千葉大学 

山口 龍之介 やまぐち りゅうのすけ MF 1 204892 千葉大学 

秋元 佑斗 あきもと ゆうと MF 1  筑波大学 

荒木 政紀 あらき まさき MF 1  筑波大学 

伊與久 拓真 いよく たくま MF 1  筑波大学 

大川 将志 おおかわ まさし MF 1  筑波大学 

大山 智弘 おおやま ともひろ MF 1  筑波大学 

関口 直希 せきぐち なおき MF 1  筑波大学 

名雪 青葉 なゆき あおば MF 1  筑波大学 

成松 陽 なりまつ はる MF 1  筑波大学 

溝口 哲平 みぞぐち てっぺい MF 1  筑波大学 

村田 千真 むらた かずま MF 1  筑波大学 

森 恒大 もり こうだい MF 1  筑波大学 

藤森 達也 ふじもり たつや MF 1  電気通信大学 

朝間 玲羽 あさま りょう MF 1 244600 東京大学 

伊藤 嵩真 いとう たかまさ MF 1 244702 東京大学 

伊藤 元春 いとう もとはる MF 1 244606 東京大学 

唐山 桐 からやま きり MF 1 244701 東京大学 

小林 尚暉 こばやし なおき MF 1 244661 東京大学 

西浦 裕 にしうら ゆう MF 1 244656 東京大学 

高林 健太 たかばやし けんた MF 1 180781 東京工業大学 

伊藤 有哉 いとう ゆうや MF 1 180782 東京工業大学 

倉田 瞭一 くらた りょういち MF 1  東京工業大学 

田中 大樹 たなか だいき MF 1  東京工業大学 

今井 大智 いまい たいち MF 1  東京工業大学 

佐久間 亮 さくま りょう MF 1  東京工業大学 



青木 航流 あおき わたる MF 1  東京工業大学 

瀧井 健介 たきい けんすけ MF 1  東京工業大学 

川原 明洋 かわはら あきひろ MF 1  東京工業大学 

大場 隆太郎 おおば りゅうたろう MF 1  東京工業大学 

藤谷 慶一郎 ふじや けいいちろう MF 1  東京工業大学 

瓜生 侑 うりゅう ゆう MF 1  東京工業大学 

若月 俊宏 わかつき としひろ MF 1  東京工業大学 

志村 貴大 しむら たかひろ MF 1  東京工業大学 

宮川 靖弥 みやがわ せいや MF 1  東京工業大学 

岡野 幹生 おかの みきお MF 1  東京工業大学 

福田 拓亮 ふくだ ひろあき MF 1  東京工業大学 

大城 蓮 おおしろ れん MF 1  東京工業大学 

Kim Uchan キム ウチャン MF 1  東京工業大学 

松井 優樹 まつい ひろき MF 1  東京工業大学 

阿部 祐大 あべ ゆうだい MF 1  東京工業大学 

荒川 悠人 あらかわ ゆうと MF 1 114991 東京農工大学 

長谷川 大地 はせがわ だいち MF 1 239624 東京農工大学 

前川 光鷹 まえかわ こうよう MF 1 502612 東京理科大学 

松尾 拓真 まつお たくま MF 1 502611 東京理科大学 

芹澤 直伸 せりざわ なおのぶ MF 1 502610 東京理科大学 

金子 稜 かねこ りょう MF 1 未定 一橋大学 

黒川 敦人 くろかわ あつと MF 1 未定 一橋大学 

田中 琉偉 たなか るい MF 1 244602 法政大学 

有吉 優樹 ありよし ゆうき MF 1 240621 横浜市立大学 

市川 礼偉 いちかわ れい MF 1 240611 横浜市立大学 

阿部 遼太郎 あべ りょうたろう MF 1 240610 横浜市立大学 

稲垣 滉 いながき こう MF 1 240504 横浜国立大学 

福與 太一 ふくよ たいち MF 1 240505 横浜国立大学 

鈴木 琢也 すずき たくや MF 1 240242 横浜国立大学 

南 龍之介 みなみ りゅうのすけ MF 1 240503 横浜国立大学 

桂木 智也 かつらぎ ともや MF 1 196344 横浜国立大学 

秋元 郁 あきもと かおる MF 1 222789 早稲田大学 

竹山 翔悟 たけやま しょうご MF 1 222788 早稲田大学 

 



WF (22名) 

根本 真子 ねもと まこ WF 1 506125 茨城大学 

吉田 茉莉枝 よしだま りえ WF 1 506119 茨城大学 

大栗 由希 おおぐり ゆき WF 1 506123 茨城大学 

大村 沙耶香 おおむら さやか WF 1 506122 茨城大学 

渡辺 花蓮 わたなべ かれん WF 1  茨城大学 

大谷 瑠花 おおたに るか WF 1 240502 関東学院大学 

藤井 明日香 ふじい あすか WF 1 240243 関東学院大学 

岩﨑 佑美 いわさき ゆみ WF 1 196342 慶應義塾大学 

矢作 香織 やはぎ かおり WF 1 196661 慶應義塾大学 

阿部 悠 あべ ゆう WF 1 未定 実践女子大学 

鈴木 日菜 すずき ひな WF 1 未定 実践女子大学 

冨山 詩央里 とみやま しおり WF 1 未定 実践女子大学 

明神 紀子 みょうじん きこ WF 1 244654 聖心女子大学 

後藤 凛 ごとう りん WF 1  筑波大学 

野口 珠希 のぐち たまき WF 1  筑波大学 

臼井 千尋 うすいちひろ WF 1  東京工業大学 

島崎 未緒 しまざき みお WF 1  東京工業大学 

池ヶ谷 みのり いけがや みのり WF 1 未定 一橋大学 

佐藤 美那子 さとう みなこ WF 1 240506 横浜国立大学 

中村 咲野 なかむら さの WF 1 244707 立教大学 

里見 穂 さとみ すい WF 1 222783 早稲田大学 

松本 環 まつもと たまき WF 1 222784 早稲田大学 

 


