
No. 大学番号 個人番号 大学名
1 1003 100315 帝京大学 淺野 克海 ｱｻﾉ ｶﾂﾐ
2 1003 100316 帝京大学 深谷 祐太 ﾌｶﾔ ﾕｳﾀ
3 1003 100317 帝京大学 保坂 龍治 ﾎｻｶ ﾘｭｳｼﾞ
4 1003 100318 帝京大学 本田 晃太 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾀ
1 1006 100620 筑波大学 松本 祐介 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ
1 1008 100807 神奈川大学 鹿島 隆聖 ｶｼﾏ ﾘｭｳｾｲ
2 1008 100808 神奈川大学 三浦 大 ﾐｳﾗ ﾏｻﾙ
3 1008 100809 神奈川大学 須永 匠 ｽﾅｶﾞ ﾀｸﾐ
4 1008 100810 神奈川大学 寺澤 巧 ﾃﾗｻﾜ ﾀｸﾐ
5 1008 100811 神奈川大学 七尾 陽斗 ﾅﾅｵ ﾊﾙﾄ
6 1008 100812 神奈川大学 佐藤 優太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ
1 1011 101103 立教大学 塚本 翔太 ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾀ
2 1011 101104 立教大学 吉野 在人 ﾖｼﾉ ｱﾙﾄ
1 1013 101302 専修大学 山元 柊平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ
1 1014 101406 都留文科大学 熊澤 響 ｸﾏｻﾞﾜ ｷｮｳ
1 1015 101514 東京理科大学 古閑 樹 ｺｶﾞ ｲﾂｷ
2 1015 101515 東京理科大学 伊藤 創 ｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ
3 1015 101516 東京理科大学 新村 洸太郎 ｼﾝﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ
4 1015 101517 東京理科大学 佐藤 翼 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ
5 1015 101518 東京理科大学 渡辺 開 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲ
6 1015 101519 東京理科大学 田沼 亮太 ﾀﾇﾏ ﾘｮｳﾀ
7 1015 101520 東京理科大学 伊藤 謙志 ｲﾄｳ ｹﾝｼ
8 1015 101521 東京理科大学 大場 康平 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾍｲ
9 1015 101522 東京理科大学 新出 一真 ｼﾝﾃﾞ ｶｽﾞﾏ

10 1015 101523 東京理科大学 井原 慧 ｲﾊﾗ ｻﾄｼ
11 1015 101524 東京理科大学 佐々木 拓也 ｻｻｷ ﾀｸﾔ
12 1015 101525 東京理科大学 田中 啓一郎 ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁﾛｳ
13 1015 101526 東京理科大学 鈴江 雄太 ｽｽﾞｴ ﾕｳﾀ
1 1018 101817 法政大学Ⅱ部 鈴木 海斗 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ
2 1018 101818 法政大学Ⅱ部 滝沢 隼人 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ
3 1018 101819 法政大学Ⅱ部 田澤 秀一 ﾀｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ
1 1019 101912 芝浦工業大学 江村 隆宇 ｴﾑﾗ ﾘｭｳ
2 1019 101913 芝浦工業大学 清水 将喜 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｷ
3 1019 101914 芝浦工業大学 前川 貴一 ﾏｴｶﾜ ｷｲﾁ
4 1019 101915 芝浦工業大学 関根 知晴 ｾｷﾈ ﾄﾓﾊﾙ
5 1019 101916 芝浦工業大学 伊藤 彰哉 ｲﾄｳ ｼｮｳﾔ
6 1019 101917 芝浦工業大学 人見 樹 ﾋﾄﾐ ﾀﾂﾙ
7 1019 101918 芝浦工業大学 菅原 武士 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｹｼ
1 1020 102014 尚美学園大学 小野 隼平 ｵﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ
2 1020 102015 尚美学園大学 平岡 悠平 ﾋﾗｵｶ ﾕｳﾍｲ
1 1021 102118 東京経済大学 野口 壮大 ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ
2 1021 102119 東京経済大学 宮坂 敦也 ﾐﾔｻｶ ｱﾂﾔ
3 1021 102120 東京経済大学 川上 優人 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾄ
4 1021 102121 東京経済大学 赤城 颯太 ｱｶｷﾞ ｿｳﾀ
5 1021 102122 東京経済大学 小堀 錬 ｺﾎﾞﾘ ﾚﾝ
6 1021 102123 東京経済大学 赤池 龍希 ｱｶｲｹ ﾘｭｳｷ
1 1022 102208 東洋大学 窪田 知也 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾔ
2 1022 102209 東洋大学 鈴木 玲生 ｽｽﾞｷ ﾚｵ
3 1022 102210 東洋大学 高橋 翔馬 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ
4 1022 102211 東洋大学 東海林 拓弥 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀｸﾔ
5 1022 102212 東洋大学 内藤 保 ﾅｲﾄｳ ﾀﾓﾂ
6 1022 102213 東洋大学 中尾 悠大 ﾅｶｵ ﾕｳﾀﾞｲ
1 1024 102403 埼玉大学 羽鳥 ゆうき ﾊﾄﾘ ﾕｳｷ
2 1024 102404 埼玉大学 中澤 望 ﾅｶｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
3 1024 102405 埼玉大学 築山 和也 ﾂｷﾔﾏ ｶｽﾞﾔ
4 1024 102406 埼玉大学 鈴木 智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ
1 1026 102614 関東学院大学 城山 拓弥 ｼﾛﾔﾏ ﾀｸﾐ
2 1026 102615 関東学院大学 大塚 望 ｵｵﾂｶ ﾉｿﾞﾐ
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3 1026 102616 関東学院大学 中條 ケネット ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｹﾈｯﾄ
4 1026 102617 関東学院大学 眞木 徹志 ﾏｷ ﾃﾂｼ
5 1026 102618 関東学院大学 石井 勇樹 ｲｼｲ ﾕｳｷ
6 1026 102619 関東学院大学 佐藤 頼来 ｻﾄｳ ﾉﾘｷ
7 1026 102620 関東学院大学 衣袋 太人 ｲﾌﾞｸﾛ ﾀｲﾄ
8 1026 102621 関東学院大学 井上 颯真 ｲﾉｳｴ ｿｳﾏ
1 1027 102721 東京都市大学 窪田 一仁 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾄ
2 1027 102722 東京都市大学 鈴木 颯太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ
1 1028 102815 駒澤大学 中川 太貴 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｷ
2 1028 102816 駒澤大学 帯刀 諒祐 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾘｮｳｽｹ
3 1028 102817 駒澤大学 藤井 司 ﾌｼﾞｲ ﾂｶｻ
1 1030 103031 東京大学 山岸 茂直 ﾔﾏｷﾞｼ ｼｹﾞﾀﾀﾞ
1 1033 103310 国士舘大学 吉田 敦彦 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾋｺ
2 1033 103311 国士舘大学 成沢 汰一 ﾅﾘｻﾜ ﾀｲﾁ
3 1033 103312 国士舘大学 嶋田 優大 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ
4 1033 103313 国士舘大学 奥村 航希 ｵｸﾑﾗ ｺｳｷ
5 1033 103314 国士舘大学 風間 良介 ｶｻﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ
6 1033 103315 国士舘大学 落合 一真 ｵﾁﾏ ｶｽﾞﾏ
1 1035 103503 日本大学経済学部 安達 大起 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
2 1035 103504 日本大学経済学部 小林 樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ
1 1036 103613 明星大学 小汲 龍也 ｵｸﾞﾐ ﾀﾂﾔ
2 1036 103614 明星大学 佐藤 悠太朗 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ
3 1036 103615 明星大学 瀬ケ沼 和也 ｾｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾔ
4 1036 103616 明星大学 田邉 昭太 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
5 1036 103617 明星大学 西本 陸 ﾆｼﾓﾄ ﾘｸ
6 1036 103618 明星大学 降旗 隼也 ﾌﾘﾊﾀ ｼｭﾝﾔ
1 1040 104016 流通経済大学 佐藤 潤之介 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ
2 1040 104017 流通経済大学 石井 啓介 ｲｼｲ ｹｲｽｹ
3 1040 104018 流通経済大学 蛭田 峻 ﾋﾙﾀ ﾀｶｼ
4 1040 104019 流通経済大学 大川 淳也 ｵｵｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ
5 1040 104020 流通経済大学 古田島 直輝 ｺﾀｼﾞﾏ ﾅｵｷ
6 1040 104021 流通経済大学 岡野 晃輝 ｵｶﾉ ｺｳｷ
7 1040 104022 流通経済大学 馬場 大地 ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ
8 1040 104023 流通経済大学 池田 宏樹 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｷ
9 1040 104024 流通経済大学 石田 孝輝 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｷ

10 1040 104025 流通経済大学 大木 知哉 ｵｵｷ ﾄﾓｷ
11 1040 104026 流通経済大学 七戸 拓巳 ｼﾁﾉﾍ ﾀｸﾐ
12 1040 104027 流通経済大学 潮田 飛美 ｳｼｵﾀﾞ ﾋﾖｼ
1 1041 104111 武蔵大学 関田 晃平 ｾｷﾀ ｺｳﾍｲ
2 1041 104112 武蔵大学 佐藤 仁飛 ｻﾄｳ ｼﾞﾝﾄ
3 1041 104113 武蔵大学 庭野 陸 ﾆﾜﾉ ﾘｸ
4 1041 104114 武蔵大学 岡野 弘太 ｵｶﾉ ｺｳﾀ
1 1042 104208 創価大学 小島 拓也 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾔ
2 1042 104209 創価大学 一橋 陸 ﾋﾄﾂﾊﾞｼ ﾘｸ
1 1043 104315 千葉大学 有澤 明彦 ｱﾘｻﾜ ｱｷﾋｺ
1 1044 104403 茨城大学 三浦 竜祐 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｽｹ
2 1044 104404 茨城大学 村澤 昌樹 ﾑﾗｻﾜ ﾏｻｷ
3 1044 104413 茨城大学 三浦 竜祐 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｽｹ
4 1044 104414 茨城大学 村澤 昌樹 ﾑﾗｻﾜ ﾏｻｷ
1 1045 104508 東京農業大学 村山 瑠 ﾑﾗﾔﾏ ﾘｮｳ
2 1045 104509 東京農業大学 田中 佑八 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ
3 1045 104510 東京農業大学 宮原 佑太郎 ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ
4 1045 104511 東京農業大学 小川 滉太 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾀ
5 1045 104512 東京農業大学 田村 悠人 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ
6 1045 104513 東京農業大学 清野 晃太郎 ｾｲﾉ ｺｳﾀﾛｳ
7 1045 104514 東京農業大学 竹内 大也 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾔ
1 1046 104608 城西大学 中川 啓 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾗｸ
2 1046 104609 城西大学 大井 勇輝 ｵｵｲ ﾕｳｷ
3 1046 104610 城西大学 星 蔵之介 ﾎｼ ｸﾗﾉｽｹ



4 1046 104611 城西大学 大道 友貴 ｵｵﾐﾁ ﾕｳｷ
5 1046 104612 城西大学 中沢 宏紀 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ
6 1046 104613 城西大学 菊池 将弘 ｷｸﾁ ﾏｻﾋﾛ
1 1047 104706 群馬大学 五十嵐 一真 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾏ
2 1047 104707 群馬大学 鈴木 巽 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾐ
3 1047 104708 群馬大学 森 聡也 ﾓﾘ ﾄｼﾔ
4 1047 104709 群馬大学 佐藤 駿作 ｻﾄｳ ｼｭﾝｻｸ
5 1047 104710 群馬大学 梁取 友貴 ﾔﾅﾄﾞﾘ ﾕｳｷ
1 1049 104910 東京学芸大学 横山 大希 ﾖｺﾔﾏ ﾀｲｷ
2 1049 104911 東京学芸大学 鈴木 康浩 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ
3 1049 104912 東京学芸大学 岸川 響輔 ｷｼｶﾜ ｷｮｳｽｹ
1 1051 105122 獨協大学 上原 朱音 ｳｴﾊﾗ ｼｭｳ
2 1051 105123 獨協大学 柿沼 大地 ｶｷﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ
3 1051 105124 獨協大学 小林 直椰 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ
4 1051 105125 獨協大学 髙橋 瑠哉 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾔ
5 1051 105126 獨協大学 湯浅 隼亮 ﾕｱｻ ｼｭﾝｽｹ
1 1053 105310 高崎経済大学 安本 武弘 ﾔｽﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ
2 1053 105311 高崎経済大学 逸見 幹介 ﾍﾝﾐ ｶﾝｽｹ
3 1053 105312 高崎経済大学 清水 智裕 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾋﾛ
4 1053 105313 高崎経済大学 小林 広大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ
5 1053 105314 高崎経済大学 竹山 理久 ﾀｹﾔﾏ ﾘｸ
6 1053 105315 高崎経済大学 石久保 翔太 ｲｼｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ
7 1053 105316 高崎経済大学 武政 直嗣 ﾀｹﾏｻ ﾅｵｼ
8 1053 105317 高崎経済大学 蝦名 雄士 ｴﾋﾞﾅ ﾕｳｼ
9 1053 105318 高崎経済大学 城方 尚樹 ｼﾞｮｳﾎｳ ﾅｵｷ

10 1053 105319 高崎経済大学 井上 岳 ｲﾉｳｴ ﾀｹﾙ
11 1053 105320 高崎経済大学 西澤 隆成 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ
12 1053 105321 高崎経済大学 松井 尚輝 ﾏﾂｲ ﾅｵｷ
1 1054 105411 成蹊大学 澤登 淳 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｼﾞｭﾝ
2 1054 105412 成蹊大学 酒井 義哉 ｻｶｲ ﾖｼﾔ
3 1054 105413 成蹊大学 柿本 丈 ｶｷﾓﾄ ｼﾞｮｳ
1 1057 105715 慶應義塾大学 高科 幸平 タカシナ コウヘイ
2 1057 105716 慶應義塾大学 竹本 功貴 タケモト コウキ
3 1057 105717 慶應義塾大学 結城 拓也 ユウキ タクヤ
4 1057 105718 慶應義塾大学 稲原 渓 イナハラ ケイ
5 1057 105719 慶應義塾大学 田村 侑己 タムラ ユウキ
1 1060 106007 明治学院大学 石原 優斗 イシハラ ユウト
2 1060 106008 明治学院大学 奥邨 佳弘 オクムラ ヨシヒロ
3 1060 106009 明治学院大学 須佐 拓朗 スサ タクロウ
4 1060 106010 明治学院大学 三輪 眞大 ミワ マサヒロ
5 1060 106011 明治学院大学 山本 祥太 ヤマモト ショウタ
6 1060 106012 明治学院大学 吉中 広宣 ヨシナカ ヒロノブ
1 1061 106109 東京工科大学 杉本 拓海 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ
2 1061 106110 東京工科大学 金田 拓己 ｶﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ
3 1061 106111 東京工科大学 嶋田 青馬 ｼﾏﾀﾞ ｾｲﾏ
4 1061 106112 東京工科大学 佐藤 泰貴 ｻﾄｳ ﾀｲｷ
1 1062 106223 日本大学生産工学部 小川 剛瑠 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾙ
1 1065 106513 学習院大学 木戸 義人 ｷﾄﾞ ﾖｼﾄ
2 1065 106514 学習院大学 松本 大智 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ
3 1065 106515 学習院大学 水上 周哉 ﾐｽﾞｶﾐ ｼｭｳﾔ
4 1065 106516 学習院大学 宮嶋 宏武 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾑ
5 1065 106517 学習院大学 宗村 祥 ﾑﾈﾑﾗ ｼｮｳ
6 1065 106518 学習院大学 村社 竜哉 ﾑﾗｺｿ ﾀﾂﾔ
1 1067 106723 立正大学 原 巧真 ﾊﾗ ﾀｸﾏ
2 1067 106724 立正大学 池田 翔吾 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
3 1067 106725 立正大学 佐藤 稜真 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ
4 1067 106726 立正大学 須藤 勇二 ｽﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ
5 1067 106727 立正大学 高橋 輝 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ
6 1067 106728 立正大学 西野 留偉 ﾆｼﾉ ﾙｲ



7 1067 106729 立正大学 平子 和希 ﾋﾗｺ ｶｽﾞｷ
8 1067 106730 立正大学 星 昇吾 ﾎｼ ｼｮｳｺﾞ
9 1067 106731 立正大学 増田 康平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ

10 1067 106732 立正大学 山崎 侑人 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾄ
11 1067 106733 立正大学 山本 和輝 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ
12 1067 106734 立正大学 米山 謙 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝ
1 1068 106825 千葉工業大学 中川 裕生 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ
2 1068 106826 千葉工業大学 田中 爽太 ﾀﾅｶ ｿｳﾀ
3 1068 106827 千葉工業大学 田崎 善紀 ﾀｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ
4 1068 106828 千葉工業大学 齋藤 響 ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ
5 1068 106829 千葉工業大学 稲葉 達大 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾂﾋﾛ
6 1068 106830 千葉工業大学 坂本 慈魚 ｻｶﾓﾄ ｼｹﾞｵ
1 1070 107005 杏林大学 中根 歩夢 ﾅｶﾈ ｱﾕﾑ
2 1070 107006 杏林大学 丸山 涼太 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
3 1070 107007 杏林大学 品部 燈真 ｼﾅﾍﾞ ﾄｳﾏ
4 1070 107008 杏林大学 三森 光汰 ﾐﾂﾓﾘ ｺｳﾀ
1 1072 107209 宇都宮大学 曽根 悠己 ｿﾈ ﾕｳｷ
2 1072 107210 宇都宮大学 中町 和磨 ﾅｶﾏﾁ ｶｽﾞﾏ
1 1074 107407 文教大学 久保野 開 ｸﾎﾞﾉ ﾊﾙｷ
2 1074 107408 文教大学 柏原 健太 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ
3 1074 107409 文教大学 小島 雄一 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ
4 1074 107410 文教大学 湯浅 歩幸 ﾕｱｻ ﾌﾕｷ
1 1079 107912 東京工芸大学 稲垣 賢太 イナガキ ｹﾝﾀ
1 1081 108110 電気通信大学 安藤 拓人 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ
1 1083 208309 杏林大学 杉山 悠 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ
1 1086 108605 成城大学 田上 颯馬 たのうえ そうま
2 1086 108606 成城大学 伊藤 晟弥 いとう せいや
3 1086 108607 成城大学 関 尚紀 せき なおき
4 1086 108608 成城大学 山本 遥人 やまもと はると
1 1088 108809 亜細亜大学 岩田 樹 ｲﾜﾀ ﾐｷ
2 1088 108810 亜細亜大学 村上 和紀 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾉﾘ
3 1088 108811 亜細亜大学 若松 哲兵 ﾜｶﾏﾂ ﾃｯﾍﾟｲ
1 1089 108906 淑徳大学 河津 大夢 ｶﾜｽﾞ ﾋﾛﾑ
2 1089 108907 淑徳大学 三枝 大吾 ｻｴｸﾞｻ ﾀﾞｲｺﾞ
3 1089 108908 淑徳大学 土田 大翔 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛﾄ
4 1089 108909 淑徳大学 丹羽 葵 ﾆﾜ ｱｵｲ
1 1090 109008 横浜市立大学 伊藤 潤 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ
2 1090 109009 横浜市立大学 鈴木 慶悟 ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ
3 1090 109010 横浜市立大学 イ ゼミン ｲ ｾﾞﾐﾝ
1 1091 109105 白鴎大学 大鹿 健一郎 ｵｵｼｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ
2 1091 109106 白鴎大学 佐藤 聖 ｻﾄｳ ﾏｻｷ
3 1091 109107 白鴎大学 笠原 梓 ｶｻﾊﾗ ｼﾝ
4 1091 109108 白鴎大学 小松 捷人 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ
1 1092 109206 常磐大学 阿井 秀輔 ｱｲ ｼｭｳｽｹ
1 1094 109405 田園調布大学 服部 智也 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾓﾔ
2 1094 109406 田園調布大学 西田 響 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
3 1094 109407 田園調布大学 山川 弘哲 ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｱｷ
1 1096 109605 横浜商科大学 落合 一樹 ｵﾁｱｲ ｶｽﾞｷ
2 1096 109606 横浜商科大学 長澤 正晃 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｻｱｷ
1 1097 109710 山梨学院大学 市川 拓実 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ
2 1097 109711 山梨学院大学 御子柴 拓馬 ﾐｺｼﾊﾞ ﾀｸﾏ
3 1097 109712 山梨学院大学 石井 弾 ｲｼｲ ﾀﾞﾝ
4 1097 109713 山梨学院大学 砺波 暁良 ﾄﾅﾐ ｱｷﾗ
5 1097 109714 山梨学院大学 大村 健人 ｵｵﾑﾗ ｹﾝﾄ
1 1099 109911 埼玉工業大学 加藤 秀人 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾄ
2 1099 109912 埼玉工業大学 髙森 恒希 ﾀｶﾓﾘ ｺｳｷ
3 1099 109913 埼玉工業大学 土橋 玲王 ツシハシ ﾚｵ
1 1101 110104 日本工業大学 山口 智也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
2 1101 110105 日本工業大学 鏑木 凪斗 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾅｷﾞﾄ



3 1101 110106 日本工業大学 新井 虹太 ｱﾗｲ ｺｳﾀ
1 1107 110702 東京電機大学理工学部 森元 寿昭 ﾓﾘﾓﾄ ﾔｽｱｷ
1 1109 110905 湘南工科大学 佐藤 雄紀 ｻﾄｳ ﾕｳｷ
2 1109 110906 湘南工科大学 村上 昌 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｼ
3 1109 110907 湘南工科大学 トンタット ミンフイ ﾄﾝﾀｯﾄ ﾐﾝﾌｲ
1 1110 111009 作新学院大学 加藤 嵩之 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ
2 1110 111010 作新学院大学 首藤 謙太 ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ
3 1110 111011 作新学院大学 百目鬼 悠杜 ﾄﾞｳﾒｷ ﾕｳﾄ
1 1111 111106 文京学院大学 児玉 瞭弥 ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳﾔ
1 1148 114802 工学院大学 鈴木 一真 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ


