
ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合 計
No No 氏名 県 名 所 属 名 時 間 時 間 時 間

1 304141 布目 周 学連 東海大学
2 304535 中村 舜 学連 東海大学
3 304292 武田 一将 学連 旭川大学
4 304725 降旗 一樹 学連 早稲田大学
5 6300010 深瀬 悟志 学連 大阪産業大学
6 304784 山越 涼平 学連 東海大学
7 304913 奥村 駿 学連 東海大学
8 304603 宮﨑 円 学連 東洋大学
9 304987 笹川 俊哉 学連 日本大学

10 304052 氏家 将秀 学連 東海大学
11 304298 安藤 佑太朗 学連 早稲田大学
12 304544 廣島 聖也 学連 早稲田大学
13 304318 小原 健汰 学連 東海大学
14 304252 清野 嵩悠 学連 早稲田大学
15 304542 工藤 督宗 学連 中央大学
16 304804 蔦 有輝 学連 法政大学
17 304774 小林 竜登 学連 日本大学
18 304369 藤原 颯大 学連 近畿大学
19 304291 荒井 章吾 学連 早稲田大学
20 304866 佐藤 慎太郎 学連 慶応義塾大学
21 304320 大山 瑠 学連 近畿大学
22 304775 西 颯太 学連 東洋大学
23 304464 有江 竣平 学連 近畿大学
24 304723 切久保 玲旺 学連 東洋大学
25 304476 橋本 哲也 学連 東海大学
26 304428 成田 伊織 学連 早稲田大学
27 304177 長崎 誠 学連 明治大学
28 6300011 小嶋 貫太 学連 國學院大学
29 304341 中澤 和志 学連 東洋大学
30 304647 大場 一輝 学連 中央大学
31 6300305 森田 昂也 学連 中央大学
32 304810 吉田 圭汰 学連 早稲田大学
33 304333 宮崎 優也 学連 明治大学
34 6300187 中島 秀斗 学連 法政大学
35 304802 吉和 祐太郎 学連 立命館大学
36 304853 伊藤 健介 学連 法政大学
37 304604 宮崎 翔 学連 中央大学
38 304297 平澤 和樹 学連 東海大学
39 304690 佐藤 洋利 学連 東洋大学
40 304856 関口 快 学連 明治大学
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41 304473 中島 崇志 学連 慶応義塾大学
42 304229 菊地 拓也 学連 法政大学
43 304574 長友 海夢 学連 日本大学
44 304245 西谷 勇祐 学連 関西学院大学
45 304858 平田 大樹 学連 関西学院大学
46 304773 齋藤 圭哉 学連 中央大学
47 304452 設楽 渉 学連 日本体育大学
48 6300382 中澤 優 学連 東京農業大学
49 304918 正木 樹 学連 立命館大学
50 304934 西田 豊 学連 東海大学
51 6300216 大森 紋 学連 中央大学
52 6300206 山口 晃 学連 明治大学
53 303829 本部 勇貴 東京 ﾌﾘｰSC
54 304344 上野 雅之 学連 大阪産業大学
55 304538 齋藤 喬太 学連 法政大学
56 6300347 阿部 翼 学連 日本大学
57 304477 谷口 太一 学連 東洋大学
58 6300204 佐藤 優大 学連 明治大学
59 304817 伊東 穂高 学連 関西学院大学
60 304847 雲野 ジャスティ 学連 近畿大学
61 304309 成田 隆星 学連 東洋大学
62 304731 児玉 有矢 学連 東洋大学
63 304831 小野寺 建太 学連 専修大学
64 304296 武田 大輝 学連 東洋大学
65 304933 土橋 銀平 学連 東海大学
66 304845 清水 健斗 学連 國學院大学
67 304769 鈴木 達也 学連 東海大学
68 304295 青木 聖弥 学連 日本大学
69 6300182 千國 真偉人 学連 日本大学
70 304484 森本 健太 学連 中京大学
71 304621 宮原 伸矢 学連 國學院大学
72 304763 福田 司 学連 中央大学
73 304687 手代木 翔伍 学連 日本大学
74 304732 加村 大也 学連 日本体育大学
75 304602 山田 駿 学連 慶応義塾大学
76 304548 佐伯 大志 学連 日本体育大学
77 304789 萩生田 博之 学連 東洋大学
78 304809 髙橋 健太郎 学連 日本大学
79 304796 沖野 直斗 学連 明治大学
80 304927 岡田 雄瑠 学連 中央大学
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81 304424 羽田 聡志 学連 日本体育大学
82 6300268 長谷部 尚仁 学連 早稲田大学
83 6300454 楢原 涼 長野 上田千曲高校
84 304338 島倉 陽史 学連 近畿大学
85 6300267 坂本 直俊 学連 東海大学
86 304596 梅田 晃壮 学連 関西学院大学
87 304814 阪井 隼太 学連 専修大学
88 304214 橋本 阿門 学連 大阪産業大学
89 6300198 坂次 大和 学連 立命館大学
90 304233 河野 護 学連 東海大学
91 6300220 林 穣一朗 学連 近畿大学
92 304521 松井 宏樹 学連 日本体育大学
93 304398 堀田 祐作 学連 専修大学
94 304740 藤野 俊太郎 学連 法政大学
95 304632 小松 悠平 学連 専修大学
96 304054 津村 悠 学連 國學院大学
97 304820 佐藤 慧 学連 日本大学
98 304821 中西 乃彩 学連 國學院大学
99 304330 滝澤 慶太郎 学連 慶応義塾大学

100 304613 和田 嵩正 学連 専修大学
101 304960 橋本 理 学連 東京農業大学
102 304294 青木 亨介 学連 近畿大学
103 6300446 児玉 翔太 長野 中野立志館高校
104 304335 田辺 幸汰 学連 大東文化大学
105 304803 武井 研斗 学連 専修大学
106 304410 松本 匡史 学連 関西学院大学
107 304289 平井 大士 学連 日本体育大学
108 304380 角田 啓 学連 東洋大学
109 304729 養田 春近 学連 日本体育大学
110 304997 本間 聡 学連 東洋大学
111 304787 佐伯 雄大 学連 東京農業大学
112 304669 山本 望 学連 立命館大学
113 304678 湊屋 航 学連 同志社大学
114 304474 小泉 健太郎 学連 中央大学
115 304150 宮岸 拓矢 学連 専修大学
116 304590 狐崎 海 学連 國學院大学
117 304935 星 将斗 学連 専修大学
118 304808 髙橋 将太郎 学連 法政大学
119 304838 青木 誠也 学連 大東文化大学
120 304649 丹野 翼 学連 同志社大学
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121 6300180 羽毛田 高聖 学連 国士舘大学
122 304852 上野 航大 学連 日本体育大学
123 304467 丸山 佳祐 学連 東洋大学
124 304475 金子 太地 学連 日本大学
125 304578 皆川 大弥 学連 慶応義塾大学
126 304930 杵渕 俊之 学連 駿河台大学
127 304968 田邉 航也 学連 東洋大学
128 304416 秋山 竜輝 学連 関西学院大学
129 304069 須貝 完 学連 近畿大学
130 6300186 竹村 征峻 長野 上田千曲高校
131 6300533 市川 祐貴 長野 佐久平総合技術学校
132 6300529 堀川 諒真 長野 飯山高校
133 6300476 大塚 匠 長野 上田西高校
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