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田 村 翔（日本体育大学）

中村 優介（慶應義塾大学）

藤田 直己 （高崎健康福祉大学）

上村 日々希（東洋大学）

川俣 力徹（専修大学）

佐々木 建人（早稲田大学）

松 浦 渉（城西大学）

清水 翔音（学習院大学）

萩原 一成（東京農業大学）

小久保 直純（成蹊大学）

鈴 木 豪（東京国際大学）

大作 翔太（千葉商科大学）

深澤 誠眞（駒澤大学）

土屋 晴彦（東京大学）

岡 拓 海（亜細亜大学）

桝井 清晃（立正大学）

田上 颯馬（成城大学）

小杉 冬真（明治学院大学）

西山 秀一（成蹊大学）

田邉 昭太（明星大学）

立石 夢希（神奈川大学）

大 木 亘（法政大学Ⅱ部）

芹 沢 仁（千葉商科大学）

津金澤 泉樹 （東京理科大学）

三ツ松 大陸（獨協大学）

宮澤 添多（城西大学）

稲 原 渓（慶應義塾大学）

山本 祥太（明治学院大学）

鬼 友 弥 （高崎健康福祉大学）

今井 誉之（立正大学）

宮田 陽一翔（駒澤大学）

滝 澤 潤（國學院大學）

阿部 奏大（関東学院大学）

密林 祐太（筑波大学）

永見 優羽（慶應義塾大学）

直井 惇志（成城大学）

山 田 喬（東京大学）

青木 涼一郎 （日本体育大学）

村上 啓太（成蹊大学）

伊藤 龍之介（亜細亜大学）

塚田 奏音（神奈川大学）

金澤 広務（東京国際大学）

阿部 隼大（尚美学園大学）

山本 健太郎（東海大学）

神長 慶太 （日本ウェルネススポーツ大学）

坂井 駿介（成城大学）

柳原 一翔（城西大学）

竹本 功貴（慶應義塾大学）

畠 駿 生（神奈川大学）

大倉 裕真（日本体育大学）

矢畑 加月（専修大学）

熊田 圭修（東洋大学）

今後 海人（東京国際大学）

中野 翔介（創価大学）

落合 一樹（横浜商科大学）

原田 悠真 （高崎健康福祉大学）

淺間 梨聖（亜細亜大学）

齊藤 祐成（成蹊大学）

中山 悠也（獨協大学）

笠井 健太郎（東京大学）

吉田 榛人（國學院大學）

丹野 大雅（東京農業大学）

福 井 蓮（駒澤大学）

平 林 航（慶應義塾大学）

筧田 莉音（作新学院大学）

北 崎 駿（日本体育大学）

各務 達朗（慶應義塾大学）

鈴木 奏人（駒澤大学）

清 水 玲（成蹊大学）

新 隼 人（立教大学）

比留木 啓介 （東京学芸大学）

大西 快空（明治学院大学）

柴 崎 響（茨城大学）

西村 彪雅（國學院大學）

田中 風伊 （高崎健康福祉大学）

宮本 優輝（千葉大学）

松 元 遼（慶應義塾大学）

宇田川 健太（成城大学）

佐 藤 匠（専修大学）

齋藤 勇輝（立正大学）

古橋 郁一（東京大学）

稲 田 凌（千葉商科大学）

蕪木 遼馬（獨協大学）

村上 和紀（亜細亜大学）

坂場 雄介（成蹊大学）

成塚 陸翔 （高崎健康福祉大学）

谷屋 慧真（東京経済大学）
決勝戦
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松木 大弥（専修大学）

佐藤 和也（立正大学）

福 士 紺（千葉大学）

後谷 勇太（東京学芸大学）

多田 光太朗（東京大学）

吉池 恒成（成蹊大学）

渡邉 俊祐 （高崎健康福祉大学）

土井 恒輝（立教大学）

吉中 佑宣（明治学院大学）

小竹 史洋（亜細亜大学）

和 田 光（城西大学）

佐々木 爽太（成城大学）

宇田川 大樹（駒澤大学）

小杉 隆介（法政大学Ⅱ部）

今 西 笙（東京農業大学）

川井 宏之（慶應義塾大学）

福永 旺洋（千葉商科大学）

小林 大造（國學院大學）

玉城 宙龍（成蹊大学）

福 田 隆（神奈川大学）

王 碩（東京国際大学）

荒島 一太郎（早稲田大学）

高橋 悠吾 （日本ウェルネススポーツ大学）

青 木 空（慶應義塾大学）

増田 悠馬（東洋大学）

林 悟（東京大学）

安間 太一（神奈川大学）

篠崎 史弥（千葉工業大学）

戸塚 涼介（成蹊大学）

須佐 拓郎（明治学院大学）

湯沢 恵多（國學院大學）

山影 恒季（亜細亜大学）

金子 春輝（明星大学）

松延 勇利（成蹊大学）

堀口 晃平 （高崎健康福祉大学）

鵜川 大也（駒澤大学）

迎 俊 輔（慶應義塾大学）

庄子 大晴（獨協大学）

井深 皆斗（成城大学）

丸山 徹二（立正大学）

齋 藤 直（日本体育大学）

山崎 大智（城西大学）

中本 真太郎（東京大学）

阪手 竜二（東京理科大学）

松村 咲哉（東洋大学）

児玉 裕大（専修大学）

三ツ橋 友哉 （高崎健康福祉大学）

吉田 柊耶（東京国際大学）

結城 拓也（慶應義塾大学）

長谷川 輝（立正大学）

丹後 咲杜（東京大学）

新濃 匠海 （日本ウェルネススポーツ大学）

森本 和杜（獨協大学）

早 川 周（成蹊大学）

佐々木 創（学習院大学）

松永 大樹（東京農業大学）

御神楽 洸希（駒澤大学）

橋本 柊吾（慶應義塾大学）

三木 啓司（國學院大學）

山崎 貴斗 （高崎健康福祉大学）

南 口 峻（成城大学）

三橋 里駒（東京理科大学）

元木 竜冶（法政大学Ⅱ部）

小須田 雄俊 （明治学院大学）

秋山 貴之（日本体育大学）

吉野 在人（立教大学）

小野 涼太郎（茨城大学）

中村 健太郎（城西大学）

広中 健人（成蹊大学）

荒井 秀介（東海大学）

調子 達哉（慶應義塾大学）

古賀 和樹（千葉商科大学）

幸 孝 宣（東京国際大学）

川端 真人（神奈川大学）

秡川 祐一（東京大学）

若松 哲兵（亜細亜大学）

高橋 一将（筑波大学）

手嶋 柊斗 （高崎健康福祉大学）

小林 丈隼（成城大学）

高久 駿吾（慶應義塾大学）

酒井 之和（尚美学園大学）

井澤 大洋（明治学院大学）

西村 惟吹（立正大学）

福室 瑛郷（成蹊大学）

甲斐 直人（横浜商科大学）

池田 亘輝（日本体育大学）

門井 大和（駒澤大学）

首藤 謙太（作新学院大学）


