
No. 大学番号 個人番号 大学名
1 1034 103411 東洋大学里王学部 船田 淳太 ﾌﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾀ
2 1034 103412 東洋大学里王学部 下澤 北斗 ｼﾓｻﾜ ﾎｸﾄ
3 1034 103413 東洋大学里王学部 西村 陸生 ﾆｼﾑﾗ ﾘｸｵ
4 1034 103414 東洋大学里王学部 佐野 勝春 ｻﾉ ｶﾂﾊﾙ
5 1034 103415 東洋大学里王学部 木暮 祐策 ｺｸﾞﾚ ﾕｳｻｸ
1 1087 108710 武蔵野大学 佐々木 海里 ｻｻｷ ｶｲﾘ
1 1088 108813 亜細亜大学 岡 拓海 ｵｶ ﾀｸﾐ
2 1088 108814 亜細亜大学 森 耀彦 ﾓﾘ ｱｷﾋｺ
3 1088 108815 亜細亜大学 村田 識之 ﾑﾗﾀ ﾉﾘﾕｷ
1 1016 101612 玉川大学 佐伯 洵哉 ｻｴｷ ｼﾞｭﾝ
1 1018 101827 法政大学Ⅱ部 元木 竜治 ﾓﾄｷ ﾘｭｳﾔ
1 1027 102724 東京都市大学 米塚 友貴 ﾖﾈﾂｶ ﾄﾓｷ
2 1027 102725 東京都市大学 岡本 悠馬 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾏ
3 1027 102726 東京都市大学 田中 栄樹 ﾀﾅｶ ｴｲｷ
4 1027 102727 東京都市大学 末吉 和人 ｽｴﾖｼ ｶｽﾞﾄ
5 1027 102728 東京都市大学 荒井 駿 ｱﾗｲ ｼｭﾝ
1 1028 102826 駒澤大学 御神楽 洸希 ﾐｶｸﾞﾗ ｺｳｷ
1 1031 103108 防衛大学校 牧 法弘 ﾏｷ ﾉﾘﾋﾛ
1 1035 103518 日本大学経済学部 土岐 純也 トキ ジュンヤ
2 1035 103519 日本大学経済学部 田口 恭平 タグチ キョウヘイ
3 1035 103520 日本大学経済学部 浅野 直稀 アサノ ナオキ
4 1035 103521 日本大学経済学部 岩木 健太 イワキ ケンタ
5 1035 103522 日本大学経済学部 飯島 直紀 イイジマ ナオキ
6 1035 103523 日本大学経済学部 松本 力 マツモト チカラ
7 1035 103524 日本大学経済学部 松本 蓮 マツモト レン
8 1035 103525 日本大学経済学部 中嶋 竜也 ナカジマ タツヤ
9 1035 103526 日本大学経済学部 梶 優斗 カジ ユウト
1 1036 103614 明星大学 梅村 耕平 ｳﾒﾑﾗ ｺｳﾍｲ
2 1036 103615 明星大学 小澤 正拓 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ
3 1036 103616 明星大学 小野 将士 ｵﾉ ﾏｻｼ
4 1036 103617 明星大学 加園 浩二郎 ｶｿﾉ ｺｳｼﾞﾛｳ
5 1036 103618 明星大学 鎌田 輝 ｶﾏﾀ ﾃﾙ
6 1036 103619 明星大学 佐藤 元紀 ｻﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ
7 1036 103620 明星大学 成田 拓雅毅 ﾅﾘﾀ ﾋﾛｱｷ
1 1044 1044 茨城大学 榎本 望未 ｴﾉﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ
2 1044 1044 茨城大学 仲田 凌太 ﾅｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
3 1044 1044 茨城大学 正木 佑歩 ﾏｻｷ ﾕｳﾎ
1 1068 1068 千葉工業大学 佐藤 遥希 ｻﾄｳ ﾊﾙｷ
2 1068 1068 千葉工業大学 田渕 裕大 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳﾀ
3 1068 1068 千葉工業大学 原 佑樹 ﾊﾗ ﾕｳｷ
1 1073 107305 東京外国語大学 ホ ジェホ
2 1073 107306 東京外国語大学 山崎 優 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ
3 1073 107307 東京外国語大学 山田 健人 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾄ
4 1073 107308 東京外国語大学 アルスラーン ガルガイ
1 1077 107711 山梨大学 塩田 拓海 シオタ ﾀﾑﾐ
2 1077 107712 山梨大学 菅谷 駿介 ｽｶﾞﾔ ｼｭﾝｼｭｹ
3 1077 107713 山梨大学 田中 優希 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ
4 1077 107714 山梨大学 林 健士 ﾊﾔｼ ﾀｹｼ
1 1089 1089 淑徳大学 井上 旅人 ｲﾉｳｴ ﾀﾋﾞﾄ
1 1099 109912 埼玉工業大学 平沼 翔悟 ﾋﾗﾇﾏ ｼｮｳｺﾞ
1 1108 110804 帝京平成大学 屋代 和志 ﾔｼﾛ ｶｽﾞｼ
2 1108 110805 帝京平成大学 安次嶺 一将 ｱｼﾐﾈ ｶｽﾞﾏｻ
3 1108 110806 帝京平成大学 室伏 紀弥 ﾑﾛﾌｼ ﾉﾘﾔ
1 1056 105611 北里大学 齋藤 駿介 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ
2 1056 105612 北里大学 大海 知磨 ｵｵﾐ ｶｽﾞﾏ
1 1067 106720 立正大学 齋藤 駿介 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ
2 1067 106721 立正大学 玉井 恒成 ﾀﾏｲ ｺｳｾｲ
3 1067 106722 立正大学 秋山 道成 ｱｷﾔﾏ ﾐﾁﾅﾘ

後期 追加登録



4 1067 106723 立正大学 丸山 徹二 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾂｼﾞ


