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野田 統馬（日本体育大学）

高栁 大輔（法政大学）

山下 啓輔（明治大学）

清水 大裕（東海大学）

末永 逸貴（日本大学）

福 田 隆（神奈川大学）

池田 智哉（中央大学）

立石 夢輝（神奈川大学）

澤田 涼介（東京経済大学）

三橋 朋生（日本大学）

野田 好希（法政大学）

木 本 凛（東海大学）

江 口 慶（青山学院大学）

花 田 彬（日本大学）

矢畑 加月（専修大学）

木野 舜悟（法政大学）

川端 真人（神奈川大学）

阿部 史哉（帝京大学）

郡 奏 志（東京経済大学）

吉岡 壮馬（明治大学）

大久保 智也（法政大学）

松永 那津央（東海大学）

徳永 光来（日本大学）

浦 隆 斗（日本体育大学）

李 正（筑波大学）

池端 元哉（早稲田大学）

塩澤 慶都（日本大学）

柴谷 康介（神奈川大学）

本 田 光（明治大学）

山下 蒼羽（日本体育大学）

棟 居 諒（日本大学）

松木 大弥（専修大学）

吉井 一貴（帝京大学）

山本 唯人（神奈川大学）

熊 谷 翔（日本大学）

山崎 諒羽（中央大学）

山本 健太郎（東海大学）

後藤 サン（法政大学）

曹 淵金成（日本大学）

齋藤 由樹（神奈川大学）

冨塚 慎之介（法政大学）

本田 海里（青山学院大学）

渡邊 拓斗（日本大学）

菊川 旭飛（明治大学）

林 寿輝弥（法政大学）

梅蔭 勇太（国士舘大学）

細岡 虎哲（日本大学）

樋 口 輝（日本体育大学）

菅 原 愁（中央大学）

松村 拓哉（東京経済大学）

永渕 雄大（筑波大学）

決勝戦
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増本 康祐（法政大学）

加 藤 恵（東京経済大学）

地方 陸人（日本大学）

安田 伊吹（日本大学）

高柳 一希（東海大学）

岡 部 隼（専修大学）

小野 泰平（中央大学）

糀谷 功明（東海大学）

清 水 誠（神奈川大学）

當間 雄哉（法政大学）

河 村 翼（日本体育大学）

服 部 嶺（筑波大学）

清水 皓基（早稲田大学）

川島 直也（中央大学）

鶴田 悠斗（日本大学）

中村 恵大（日本体育大学）

鈴木 海里（神奈川大学）

荒井 秀介（東海大学）

岡島 圭佑（法政大学Ⅱ部）

阿部 大輔（日本大学）

渡邊 昂進（青山学院大学）

山家 一紗（明治大学）

長谷川 治輝（神奈川大学）

松川 智哉（法政大学）

高橋 翔馬（帝京大学）

中 村 舜（筑波大学）

小川 航汰（日本大学）

安間 太一（神奈川大学）

杉浦 壮哉（日本体育大学）

中 島 巧（法政大学）

齋藤 駿希（東海大学）

阿部 壮登（帝京大学）

吉 田 純（東京経済大学）

三浦 理玖（国士舘大学）

畠 駿 生（神奈川大学）

北川 史翔（法政大学）

大平 啓人（日本大学）

高橋 一将（筑波大学）

武田 航太（明治大学）

熊谷 悠吾（日本体育大学）

塚田 奏音（神奈川大学）

實藤 圭亮（日本大学）

江頭 桜空（法政大学）

覧村 龍之介（東海大学）

鎌田 隆寛（専修大学）

町田 脩太（早稲田大学）

谷津 央祐（法政大学）

髙橋 孝輔（東京経済大学）

安保 瑠城（中央大学）

小室 直椰（日本大学）

杉本 一樹（日本体育大学）

百上 拓海（明治大学）


