
No. 大学番号 個人番号 大学名
1 1014 101407 都留文科大学 中川 義尋 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ
2 1014 101408 都留文科大学 米倉 幸太 ﾖﾈｸﾗ ｺｳﾀ
1 1015 101550 東京理科大学 鈴木 一世 ｽｽﾞｷ ｲｯｾｲ
2 1015 101551 東京理科大学 奥藤 智久 ｵｸﾄｳ ﾄﾓﾋｻ
3 1015 101552 東京理科大学 塚本 匠 ﾂｶﾓﾄ ﾀｸﾐ
4 1015 101553 東京理科大学 本間 知也 ﾎﾝﾏ ﾄﾓﾔ
1 1024 102402 埼玉大学 鈴木 智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ
1 1028 102822 駒澤大学 岩田 涼 ｲﾜﾀ ﾘｮｳ
1 1033 103313 国士舘大学 藤井 恵祐 ﾌｼﾞｲ ｹｲｽｹ
2 1033 103314 国士舘大学 折戸 敬哉 ｵﾘﾄ ﾀｶﾔ
1 1037 103723 大東文化大学 星野 慎太朗 ﾎｼﾉ ｼﾝﾀﾛｳ
1 1040 104026 流通経済大学 根本 宗治 ﾈﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ
1 1047 104710 群馬大学 飯田 泰基 ｲｲﾀﾞ ﾀｲｷ
2 1047 104711 群馬大学 伊藤 新 ｲﾄｳ ｼﾝ
3 1047 104712 群馬大学 河原 駿哉 ｶﾜﾊﾗ ｼｭﾝﾔ
4 1047 104713 群馬大学 土屋 湧平 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾍｲ
1 1052 105209 国際医療福祉大学 田代 祐士 ﾀｼﾛ ﾕｳｼﾞ
2 1052 105210 国際医療福祉大学 谷津 拓海 ﾔﾂ ﾀｸﾐ
1 1055 105507 国際武道大学 近森 健二 ﾁｶﾓﾘ ｹﾝｼﾞ
1 1056 105610 北里大学 小笠原 聡 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｻﾄｼ
2 1056 105611 北里大学 平井 太星 ﾋﾗｲ ﾀｲｾｲ
1 1069 106909 東京農工大学 須谷 瑞樹 ｽﾀﾞﾆ ﾐｽﾞｷ
1 1077 107710 山梨大学 松永 大誠 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｲｾｲ
2 1077 107711 山梨大学 佐藤 勇武 ｻﾄｳ ｲｻﾑ
3 1077 107712 山梨大学 村坂 康恒 ﾑﾗｻｶ ﾔｽﾋｻ
4 1077 107713 山梨大学 望月 涼 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳ
1 1081 108104 電気通信大学 高村 宏規 ﾀｶﾑﾗ ｺｳｷ
2 1081 108105 電気通信大学 伊藤 駿輔 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ
3 1081 108106 電気通信大学 井上 颯人 ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ
1 1084 108410 聖学院大学 大橋 俊太 ｵｵﾊｼ ｼｭﾝﾀ
2 1084 108411 聖学院大学 小峰 一輝 ｺﾐﾈ ｶｽﾞｷ
3 1084 108412 聖学院大学 白神 斗也 ｼﾗｶﾐ ﾄｳﾔ
4 1084 108413 聖学院大学 桑原 悠斗 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳﾄ
5 1084 108414 聖学院大学 深谷 勇真 ﾌｶﾔ ﾕｳﾏ
1 1108 110812 帝京平成大学 北原 樹 ｷﾀﾊﾗ ﾀﾂｷ

No. 大学番号 個人番号 大学名 後期 追加登録

1 1026 102610 関東学院大学 柳平 拓海 ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾀｸﾐ
2 1026 102611 関東学院大学 中村 祐介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ
3 1026 102612 関東学院大学 鈴木 成明 ｽｽﾞｷ ﾅﾙｱｷ
4 1026 102613 関東学院大学 砂原 麗 ｽﾅﾊﾗ ﾚｲ
5 1026 102614 関東学院大学 木村 龍成 ｷﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
1 1046 104602 城西大学 本間 靖司 ﾎﾝﾏ ｾｲｼﾞ
1 1053 105320 高崎経済大学 黒川 将斗 ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾄ
2 1053 105321 高崎経済大学 逸見 幹介 ﾍﾝﾐ ｶﾝｽｹ
3 1053 105322 高崎経済大学 清水 智祐 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾋﾛ
4 1053 105323 高崎経済大学 渡慶次 泰生 ﾄｹｼ ﾀｲｾｲ
5 1053 105324 高崎経済大学 小林 広大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ
6 1053 105325 高崎経済大学 竹山 理久 ﾀｹﾔﾏ ﾘｸ
7 1053 105326 高崎経済大学 石久保 翔太 ｲｼｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ
8 1053 105327 高崎経済大学 武政 直嗣 ﾀｹﾏｻ ﾅｵｼ
9 1053 105328 高崎経済大学 鈴木 真弥 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ

10 1053 105329 高崎経済大学 蛯名 雄士 ｴﾋﾞﾅ ﾕｳｼ
1 1059 0 東京薬科大学 岡村 丈 ｵｶﾑﾗ ｼﾞｮｳ

後期 追加登録


