
氏名 所属 Eカード番号

到津 春樹 茨城大学 239641

菅沼 友仁 茨城大学 239639

竹下 晴山 茨城大学 506230

野沢 星雅 茨城大学 239640

七五三 碧 茨城大学 502302

豊田 健登 茨城大学 239651

西田 直人 茨城大学 506118

堀内 颯介 茨城大学 509757

安藤 響哉 茨城大学 509763

笹嶋 建吾 茨城大学 506231

溝井 翔太 茨城大学 506124

佐藤 一誠 茨城大学 509762

佐藤 珠有 茨城大学 509864

鈴木 京佑 横浜市立大学 505264

阿部 遼太郎 横浜市立大学 507533

菅野 裕貴 横浜市立大学 505267

市川 礼偉 横浜市立大学 507409

木本 琢登 早稲田大学 502506

三好 将史 早稲田大学 502297

小川 一真 早稲田大学 502493

池田 匠 早稲田大学 502867

立松 空 早稲田大学 510497

森田 夏水 早稲田大学 510358

清水 史 早稲田大学 510605

入江 龍成 早稲田大学 510500

長谷川 望 早稲田大学 502197

宮岡 竜也 早稲田大学 510502

三瀬 遼太郎 早稲田大学 502198

石田 健太郎 早稲田大学 502599

大石 洋輔 早稲田大学 510609

奥村 将大 早稲田大学 510499

中村 諒 早稲田大学 507430

澤田 直志 早稲田大学 510594

松井 泰道 早稲田大学 510591

内海 瞭 早稲田大学 502194

大橋 遼 早稲田大学 222750

竹山 翔悟 早稲田大学 507528

関東Ms：209人



上保 望 早稲田大学 222753

用松 知樹 慶應義塾大学 510559

板垣 星哉 慶應義塾大学 240502

佐野 良我 慶應義塾大学 510556

中林 優樹 慶應義塾大学 240505

田頭 樹 慶應義塾大学 240504

田淵 ヒカル 慶應義塾大学 507743

伊藤 頌太 慶應義塾大学 507408

山根 正太郎 慶應義塾大学 510557

江野 弘太郎 慶應義塾大学 505266

上村 太城 慶應義塾大学 502751

茂原 瑞基 慶應義塾大学 233556

清水 俊祐 慶應義塾大学 231723

西下 遼介 慶應義塾大学 502499

桃井 陽佑 慶應義塾大学 505094

渡辺 鷹志 慶應義塾大学 502762

渡邉 真太郎 慶應義塾大学 240610

下山田 和公 慶應義塾大学 240503

弓場 凛太郎 慶應義塾大学 240506

木田 祐輔 慶應義塾大学 196675

藤原 真吾 関東学院大学 505095

土屋 輝 関東学院大学 509457

林 昇吾 関東学院大学 507410

石渡 雄也 関東学院大学 507406

生田 崚 関東学院大学 196671

飯田 泰史 東京大学 231446

石田 晴輝 東京大学 231456

大橋 陽樹 東京大学 231445

後藤 幸大 東京大学 231462

佐藤 公洋 東京大学 231400

種市 雅也 東京大学 231191

比企野 純一 東京大学 231227

山川 登 東京大学 507644

浅井 寛之 東京大学 236019

池田 直樹 東京大学 236020

椎名 晃丈 東京大学 236023

根本 夏林 東京大学 244768

日比 浩喜 東京大学 236049

松本 明訓 東京大学 244657

森川 周 東京大学 196644



朝間 玲羽 東京大学 244600

阿部 冬星 東京大学 244763

有澤 達哉 東京大学 244703

伊藤 嵩真 東京大学 250409

伊藤 颯 東京大学 244765

伊藤 元春 東京大学 244606

熊木 智哉 東京大学 244603

河野 隼司 東京大学 244655

小林 尚暉 東京大学 244661

西浦 裕 東京大学 244656

藤原 悠平 東京大学 244653

松嶋 亮弥 東京大学 244659

石井 洋一郎 東京大学 250514

小野塚 康利 東京大学 レンタル

烏野 祐作 東京大学 251009

衣笠 匠斗 東京大学 251010

佐藤 佑亮 東京大学 251012

相馬 哲兵 東京大学 251117

藤澤 達也 東京大学 251150

本庄 祐一 東京大学 251151

牧野 隼也 東京大学 レンタル

脇田 耀介 東京大学 251153

小野 裕登 東京農工大学 239522

押切 嶺於 東京農工大学 239525

板橋 侑樹 東京農工大学 239526

小池 剛大 東京農工大学 239624

荒川 悠人 東京農工大学 239625

小田 隼士 東京農工大学 239626

中田 成央 東京農工大学 239627

伊藤 隼太郎 東京農工大学 239631

桐山 大輝 東京農工大学 239632

安齋 音哉 東京農工大学 240514

下鳥 翔平 東京農工大学 239518

祖父江 有祐 筑波大学 レンタル

根岸 龍宏 筑波大学 レンタル

永山 遼真 筑波大学 レンタル

鈴木 璃土 筑波大学 レンタル

青島 光太郎 筑波大学 レンタル

平岩 伊武季 筑波大学 レンタル

高松 暉 筑波大学 レンタル



村田 千真 筑波大学 レンタル

名雪 青葉 筑波大学 レンタル

森 恒大 筑波大学 レンタル

根本 啓介 筑波大学 レンタル

高柳 知朗 筑波大学 レンタル

小牧 弘季 筑波大学 507347

谷野 文史 筑波大学 505190

柿沼 晴喜 筑波大学 レンタル

高本 章寛 筑波大学 レンタル

内山 悠真 筑波大学 レンタル

大倉 崚吾 東京工業大学 507405

岡田 怜真 東京工業大学 509870

田口 滉一 東京工業大学 507454

若松 甫 東京工業大学 509460

天木 祐希 東京工業大学 509868

浴 歩輝 東京工業大学 248853

小寺 義伸 東京工業大学 507479

櫻井 一樹 東京工業大学 507480

櫻木 嵩斗 東京工業大学 507472

高橋 洸太 東京工業大学 507478

豊澤 義文 東京工業大学 248897

古殿 直也 東京工業大学 509862

三浦 開登 東京工業大学 509771

青木 航流 東京工業大学 509769

伊藤 有哉 東京工業大学 507456

瓜生 侑 東京工業大学 248899

大場 隆太郎 東京工業大学 509768

岡野 幹生 東京工業大学 509770

角野 裕之 東京工業大学 248855

川原 明洋 東京工業大学 248896

倉田 瞭一 東京工業大学 509520

佐久間 亮 東京工業大学 507457

瀧井 健介 東京工業大学 509867

田中 大樹 東京工業大学 507458

福田 拓亮 東京工業大学 509869

堀越 遥介 東京工業大学 248854

宮川 靖弥 東京工業大学 507471

若月 俊宏 東京工業大学 509625

大友 将樹 東京工業大学 507473

木村 詠吉 東京工業大学 507474



木村 宇快 東京工業大学 507475

河野 弘士 東京工業大学 507509

佐藤 隆 東京工業大学 196710

塚田 翔太 東京工業大学 507510

長野 那由多 東京工業大学 507361

野田 聡 東京工業大学 507362

山崎 嘉津人 東京工業大学 507363

海老原 稜大 一橋大学 244599

後藤 和樹 一橋大学 231455

高見澤 翔一 一橋大学 231082

柏田 芳樹 一橋大学 236017

高橋 英人 一橋大学 レンタル

仲長 航 一橋大学 250512

根岸 健仁 一橋大学 210117

松原 佑季 一橋大学 250513

戸澤 貴志 横浜国立大学 502750

山田 光輝 横浜国立大学 505093

佐藤 健斗 横浜国立大学 505212

津田 卓磨 横浜国立大学 505311

中嶋 律起 横浜国立大学 505308

鈴木 琢也 横浜国立大学 509456

福與 太一 横浜国立大学 507532

碓井 玲 横浜国立大学 240611

栗山 朋大 横浜国立大学 510453

佐藤 葵 横浜国立大学 240621

野上 世蓮 横浜国立大学 240242

羽田 拓真 横浜国立大学 510454

楊 泓志 横浜国立大学 510452

薄井 聡汰 中央大学 244607

山田 大雅 中央大学 レンタル

小森 直人 芝浦工業大学 251154

田中 琉偉 法政大学 244602

前川 光鷹 東京理科大学 507427

岡田 航太朗 東京理科大学 510501

池田 京史 千葉大学 228231

岡田 翔太 千葉大学 204659

奥田 陸 千葉大学 204892

磯邉 岳晃 千葉大学 228338

岩佐 一大 千葉大学 506389

水流 尚樹 千葉大学 204946



得能 渉 千葉大学 228340

本多 一成 千葉大学 240250

村山 泰眸 千葉大学 205056

宮嶋 哲矢 千葉大学 240110

森山 凌佑 千葉大学 240249

伊地知 淳 千葉大学 240111

大串 裕也 千葉大学 205080

笠井 虹汰 千葉大学 228337

渡邉 大地 千葉大学 205081

大西 諒哉 千葉大学 205257

森川 輔 千葉大学 210478

吉田 玄 千葉大学 210553

氏名 所属 Eカード番号

橋本 花恵 茨城大学 239643

島崎 はるか 茨城大学 509759

山本 小百合 茨城大学 レンタル

佐々木 花衣 茨城大学 509766

大栗 由希 茨城大学 506123

松本 芽依 横浜市立大学 510455

古谷 直央 横浜市立大学 501839

高野 玲奈 横浜市立大学 510458

栗山 ももこ 横浜市立大学 510449

田村 一紗 横浜市立大学 505310

松田 千果 横浜市立大学 505211

篠塚 みずき 横浜市立大学 502501

冨永 万由 早稲田大学 507512

秋山 美怜 早稲田大学 507428

松元 環 早稲田大学 507423

加藤 涼子 慶應義塾大学 510456

岩﨑 佑美 慶應義塾大学 507531

矢作 香織 慶應義塾大学 507515

藤井 明日香 関東学院大学 507744

赤堀 美帆 関東学院大学 509565

小林　美咲 十文字学園女子大学 231090

片岡 茅悠 東京大学 236159

志村 紫保 東京大学 244700

菅原 衣織 東京農工大学 239517

関東Ws：72人



石坪 夕奈 東京農工大学 239523

稲辺 穂乃香 東京農工大学 239524

砥石 真奈 東京農工大学 239623

野村 麻奈 相模女子大学 205195

杉山 真理 相模女子大学 204682

井上 千帆里 相模女子大学 505351

金井 悠 相模女子大学 507513

金 成美 相模女子大学 196709

増澤 すず 筑波大学 507374

小竹 佳穂 筑波大学 レンタル

臼井千尋 東京工業大学 507364

中司 碧 東京工業大学 507365

池ヶ谷 みのり 一橋大学 244595

香取 瑞穂 立教大学 236152

世良 史佳 立教大学 236153

中村 咲野 立教大学 244707

清野 幸 横浜国立大学 505263

佐藤 美那子 横浜国立大学 507535

山本 優海 実践女子大学 239121

阿部 悠 実践女子大学 244709

鈴木 日菜 実践女子大学 244759

冨山 詩央里 実践女子大学 244660

明神 紀子 聖心女子大学 244654

塚田 恵理 跡見学園女子大学 231444

小林 璃衣紗 青山学院大学 500441

上島 じゅ菜 お茶の水女子大学 251255

長瀬 麻里子 お茶の水女子大学 251256

佐藤 珠穂 法政大学 236054

西谷 彩奈 東京理科大学 502492

阿部 朱莉 東京理科大学 510610

鈴木 咲希 千葉大学 228336

三木 智海 千葉大学 205078

猪股 紗如 千葉大学 240114

崎原 美咲紀 千葉大学 210377

矢倉 美励 千葉大学 210479

保木 祥声 津田塾大学 236056

高橋 利奈 日本女子大学 502196

金子 詩乃 日本女子大学 502596

菅原 真優 日本女子大学 502595

榎戸 麻衣 日本女子大学 510508



住谷 遥夏 日本女子大学 510498

藤中 美波 日本女子大学 510590

久保田 愛 日本女子大学 510607

石黒 麻柚菜 日本女子大学 510504

池田 夏希 日本女子大学 510506

中川 和音 日本女子大学 510509

久野 公愛 日本女子大学 502195

山田 芽依 日本女子大学 510593

氏名 所属 Eカード番号

大野 弘人 北海道大学 レンタル

湯浅 博晶 北海道大学 レンタル

倉地 草太 北海道大学 506391

白旗 洸太 北海道大学 レンタル

久田 雄介 北海道大学 レンタル

坪井 政樹 北海道大学 506394

藤本 紘哉 北海道大学 506498

野口 晃太郎 北海道大学 506395

野村 崚太 北海道大学 506397

森谷 恵吾 北海道大学 506500

森 倭渡 北海道大学 506499

清水 嘉人 北海道大学 506392

武田 信悟 北海道大学 レンタル

川原 蒼 北海道大学 レンタル

仙田山 慧大 北海道大学 レンタル

大西 肇 北海道大学 レンタル

犬山 瑛斗 北海道大学 250418

冨安 蓮 北海道大学 250419

高木 一人 北海道大学 250417

末満 寛太 北海道大学 220428

佐藤 世帆 岩手大学 232066

石田 尚大 岩手大学 231711

松本 陸 岩手大学 504987

小髙 敦志 岩手大学 245715

工藤 友喜 岩手大学 510344

中村 僚佑 岩手大学 245716

原 柊斗 岩手大学 レンタル

鈴木 遼賀 岩手大学 251267

北東Ms：106人



小林 亮太 岩手県立大学 504994

長谷川 野 岩手県立大学 245609

林 俊充 岩手県立大学 レンタル

菅原 晨太郎 東北大学 228172

八重樫 篤矢 東北大学 228189

伊藤 光祐 東北大学 228343

北見 匠 東北大学 228245

薗部 駿太 東北大学 235937

星 歩夢 東北大学 236026

龍堀 巧 東北大学 236151

石渡 望 東北大学 236039

堀江 直人 東北大学 236141

高野 智也 東北大学 236035

石森 晃 東北大学 235833

唐木 朋也 東北大学 236041

坂本 健悟 東北大学 236038

山田 基生 東北大学 236135

高橋 直道 東北大学 240524

小林 哲郎 東北大学 240424

山田 峻大 東北大学 240595

村田 温基 東北大学 240564

佐藤 那紀 東北大学 240512

古関 駿介 東北大学 240422

千葉 滉平 東北大学 240616

小林 伸次 東北大学 240417

村井 智哉 東北大学 249324

葛西 裕樹 東北大学 249302

時任 晴央 東北大学 249311

波根 竣介 東北大学 249318

井上 諒 東北大学 249300

星川 正太郎 東北大学 249323

川西 翔貴 東北大学 249304

桑山 陽次 東北大学 249308

君島 健太 東北大学 249306

古屋 洸 東北大学 228241

鳥居 洸太 東北大学 228187

高橋 駿 東北大学 228294

久米 悠介 東北大学 231592

邊見 侑也 東北大学 228243

斎藤 滉弥 東北大学 228242



種沢 遼太郎 東北大学 228171

長岡 凌生 東北大学 228345

谷口 惠祐 東北大学 228188

青芳 龍 東北大学 228169

島崎 誠也 東北大学 228244

室谷 拓冶 東北大学 228277

西平 楽 東北大学 236042

保苅 優 東北大学 236044

金子 哲士 東北大学 236043

嶋崎 渉 東北大学 236139

飯田 司 東北大学 236029

今野 陽一 東北大学 240420

後庵野 大輔 東北大学 240613

寺田 直加 東北大学 240423

萩谷 凌大 東北大学 239619

竹花 佳祐 東北大学 240489

井坂 将隆 東北大学 240425

加藤 千晴 東北大学 240454

大槻 賢二朗 東北大学 240523

小林 俊介 東北大学 240593

田尻 佳大 東北大学 240419

藤澤 廉 東北大学 249320

舟木 大河 東北大学 249321

石川 諒 東北大学 249297

西原 大貴 東北大学 249314

赤石 雅由 東北大学 249264

萩原 宏哉 東北大学 249317

稲毛 隆太 東北大学 249299

阿保 匠真 東北大学 レンタル

伊藤 啓太 福島大学 210422

松本 諒 福島大学 210434

吉川 隆晃 福島大学 210594

小山田 開 福島大学 210645

八景 勇樹 福島大学 210685

菅野 正太 福島大学 210901

丹治 洸太郎 福島大学 210993

高野橋 侑大 福島大学 レンタル

橋本 大佳 福島大学 レンタル



氏名 所属 Eカード番号

木本 円花 北海道大学 レンタル

湯上 麻貴 北海道大学 506501

太田 伊代香 北海道大学 レンタル

進藤 緑里 岩手大学 504991

渡邉 裕子 岩手大学 504993

高橋 志穂 岩手大学 245608

菊池 美結 岩手大学 245717

武石 瑞季 岩手大学 250375

米内 望 岩手大学 レンタル

大須賀 ほの 岩手県立大学 245611

昆沙賀 菜々子 東北大学 236133

木村 瑳月 東北大学 235940

伊東 加織 東北大学 レンタル

青代 香菜子 東北大学 228280

諏訪 夏海 東北大学 228291

八木橋 まい 東北大学 236132

小林 祐子 東北大学 236032

水上 玲奈 東北大学 239520

菊地 美里 東北大学 249305

川又 美南 東北大学 228292

三浦 快嶺 福島大学 レンタル

佐藤 汐子 宮城学院女子大学 236143

佐々木 亜珠 宮城学院女子大学 231756

髙倉 玲衣 宮城学院女子大学 240418

氏名 所属 Eカード番号

山田 直輝 茨城大学 507359

宗安 慧悟 東京大学 251152

小山 正伍 筑波大学 レンタル

氏名 所属 Eカード番号

原 悠里花 フェリス女学院大学 509564

加藤 千遥 横浜市立大学 507407

北東Ws：24人

MA：3人

WA：８人



中川 いちか 横浜市立大学 196708

杉山 桃菜 十文字学園女子大学 250407

田中 恵子 相模女子大学 510457

野口 珠希 筑波大学 レンタル

門松 歩美 立教大学 244704

塚本 理紗子 横浜国立大学 239291

氏名 所属 Eカード番号

大久保 壮途 東京大学 250515

齋藤 佳大 東京大学 251011

竹安 宏曜 東京大学 レンタル

菅波 崇志 筑波大学 レンタル

長谷川 拓紀 筑波大学 レンタル

氏名 所属 Eカード番号

毛利 真子 茨城大学 レンタル

藤井 明依 茨城大学 レンタル

橘 咲葵 慶應義塾大学 196670

九津見 梓紗 十文字学園女子大学 レンタル

工藤 藍花 十文字学園女子大学 レンタル

坂巻 朱里 十文字学園女子大学 251261

佐藤 隆奈 筑波大学 レンタル

吉永 紗弥香 法政大学 レンタル

佐々木 咲 津田塾大学 レンタル

坂根 歩実 実践女子大学 251257

仲田 有沙 実践女子大学 251258

氏名 所属 Eカード番号

渡邊 大地 東北大学 228173

村上 巧 横浜OLクラブ レンタル

新貝 康将 レンタル

中港 信之介 鳩の会 レンタル

坪居 大介 入間市OLC/つばめ会 レンタル

新田見 優輝 東大オフィシャル 221616

MF：5人

WF：11人

MsC：32人



大東 祐汰 杏友会 208436

稲森 剛 KOLCオフィシャル 502525

久保田 皓貴 東京都 レンタル

奥田 健史 つばめ会16期/京葉OLC レンタル

徳増 宏基 つばめ会 レンタル

小山 清 京葉OLクラブ 232421

佐藤 遼平 Team Minor 239527

田中 悠 丘の上 221829

殿垣 佳治 練馬OLC 221808

今泉 正喜 ときわ走林会 500907

上島 浩平 丘の上 221880

渡邊 寛希 筑波大学大学院 レンタル

藤本 翔太 つばめ会 レンタル

Vaadal Haavard Mo 東工大OLT 501732

小林 岳人 ES関東C 502860

桜井 剛 ES関東クラブ 196643

渋谷 泰樹 入間市OLC 239646

西村 駿 入間市OLC レンタル

和田 康次郎 トータス 221790

田中 大貴 ときわ走林会 196645

中浴 広樹 鳩の会 レンタル

中野 航友 鳩の会 レンタル

角田 貴大 横浜市立大学 500349

八神 遥介 全スプの裁定委員 509865

加藤 岬 練馬OLC レンタル

粂 潤哉 入間市OLC 208314

氏名 所属 Eカード番号

江幡 禎子 青葉会 507341

上妻 紅音 丘の上 221809

平松 夕衣 丘の上 221973

香取 菜穂 鳩の会/京葉OLクラブ レンタル

宮川 早穂 ES関東C 183164

田中 翔大 練馬OLC 208495

氏名 所属 Eカード番号

MAC：4人

WsC：6人



鈴木 健夫 京葉OLクラブ レンタル

佐東 一輝 鳩の会 レンタル

鈴木 紀夫 Club阿闍梨 510600

天明 英之 東京OLクラブ 76957


