
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 304774 小林 竜登 学連 日本大学
2 304866 佐藤 慎太郎 学連 慶応義塾大学
3 6300455 久保田 拓 学連 慶応義塾大学
4 304537 柿崎 夢之助 学連 東海大学
5 304801 松本 達希 学連 早稲田大学
6 304773 齋藤 圭哉 学連 中央大学
7 6300673 若月 隼太 学連 近畿大学
8 6300527 嶋田 健人 学連 日本大学
9 6300468 塩入 資 学連 法政大学

10 304856 関口 快 学連 明治大学
11 6300695 相原 太郎 学連 東海大学
12 304535 中村 舜 学連 東海大学
13 6300218 後藤 悠史 学連 東海大学
14 304913 奥村 駿 学連 東海大学
15 6300464 小山 陽平 学連 日本体育大学
16 304538 齋藤 喬太 学連 法政大学
17 304987 笹川 俊哉 学連 日本大学
18 6300214 吉澤 脩蔵 学連 中央大学
19 6300305 森田 昂也 学連 中央大学
20 6300168 高原 悠綺 学連 中京大学
21 6300518 三上 大我 学連 中央大学
22 6300697 八幡 優月 学連 法政大学
23 304784 山越 涼平 学連 東海大学
24 6300418 中川 慎 学連 早稲田大学
25 6300216 大森 紋 学連 中央大学
26 6300379 園部 竜也 学連 法政大学
27 6300212 石渡 健 学連 慶応義塾大学
28 304820 佐藤 慧 学連 日本大学
29 6300380 三浦 旭 学連 日本大学
30 6300252 仲俣 一樹 学連 明治大学
31 6300466 藤吉 廉 学連 日本大学
32 6300198 坂次 大和 学連 立命館大学
33 6300336 髙橋 大成 学連 中央大学
34 6300010 深瀬 悟志 学連 大阪産業大学
35 6300163 中平 賢郷 学連 早稲田大学
36 6300462 亀渕 哲平 学連 東洋大学
37 6300182 千國 真偉人 学連 日本大学
38 304853 伊藤 健介 学連 法政大学
39 304809 髙橋 健太郎 学連 日本大学
40 6300202 山越 貴文 学連 日本大学
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41 304810 吉田 圭汰 学連 早稲田大学
42 304717 阿部 秀崇 学連 東海大学
43 6300891 小山 慧 長野 地球環境高校
44 304731 児玉 有矢 学連 東洋大学
45 304775 西 颯太 学連 東洋大学
46 304632 小松 悠平 学連 専修大学
47 6300373 猪股 駿 学連 東海大学
48 6300205 伊東 拓朗 学連 慶応義塾大学
49 6300484 関 輝 学連 日本大学
50 320424 JUNG Minsik KOR 韓国
51 6300404 中山 大輝 学連 立教大学
52 6300215 横山 竜太郎 学連 東海大学
53 304574 長友 海夢 学連 日本大学
54 6300646 吉岡 柊斗 学連 専修大学
55 6300516 手塚 芳宗 学連 日本大学
56 304725 降旗 一樹 学連 早稲田大学
57 304933 土橋 銀平 学連 東海大学
58 304690 佐藤 洋利 学連 東洋大学
59 304804 蔦 有輝 学連 法政大学
60 6300550 髙橋 晟治 学連 法政大学
61 6300199 橋本 連之介 学連 近畿大学
62 6300206 山口 晃 学連 明治大学
63 6300546 高橋 拓也 学連 中央大学
64 6300456 横川 大悟 学連 慶応義塾大学
65 6300219 森末 義弘 学連 日本大学
66 304922 老野生 海渡 学連 慶応義塾大学
67 304789 萩生田 博之 学連 東洋大学
68 6300571 嶋貫 亜久里 学連 東洋大学
69 6300650 長谷部 宏仁 学連 早稲田大学
70 304769 鈴木 達也 学連 東海大学
71 304829 大畑 征洋 学連 専修大学
72 304596 梅田 晃壮 学連 関西学院大学
73 6300459 中島 剛流 学連 中央大学
74 304997 本間 聡 学連 東洋大学
75 6300268 長谷部 尚仁 学連 早稲田大学
76 304864 小川 諒也 学連 日本体育大学
77 304978 鷲澤 健 学連 東京農業大学
78 304852 上野 航大 学連 日本体育大学
79 304918 正木 樹 学連 立命館大学
80 304858 平田 大樹 学連 関西学院大学
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81 6300453 中澤 駿太郎 学連 慶応義塾大学
82 6300405 松浦 匠太朗 学連 明治大学
83 6300411 宮崎 尚太朗 学連 法政大学
84 304621 宮原 伸矢 学連 國學院大学
85 6300414 押切 凌 学連 早稲田大学
86 6300187 中島 秀斗 学連 法政大学
87 6300429 小瀨 大和 学連 中央大学
88 6300335 橋本 一澄 学連 東海大学
89 6300417 中井 悠斗 学連 専修大学
90 6300190 川崎 伊賢 学連 神奈川大学
91 304817 伊東 穂高 学連 関西学院大学
92 6300622 山口 福太 学連 専修大学
93 304647 大場 一輝 学連 中央大学
94 6300567 長倉 丈 学連 東京農業大学
95 304839 飯山 直樹 学連 日本体育大学
96 304729 養田 春近 学連 日本体育大学
97 304732 加村 大也 学連 日本体育大学
98 304934 西田 豊 学連 東海大学
99 6300204 佐藤 優大 学連 明治大学

100 304692 川﨑 弘大 学連 東海大学
101 6300192 高村 誠也 学連 専修大学
102 6300317 清水 亮太 学連 東洋大学
103 6300472 松田 優樹 学連 東洋大学
104 6300321 富岡 恭冴 学連 東京農業大学
105 6300162 三浦 賢人 学連 専修大学
106 304723 切久保 玲旺 学連 東洋大学
107 304845 清水 健斗 学連 國學院大学
108 304821 中西 乃彩 学連 國學院大学
109 6300381 柳 瑛人 学連 近畿大学
110 304547 小笠原 岬樹 学連 立命館大学
111 304831 小野寺 建太 学連 専修大学
112 6300482 黒岩 永吉 学連 東洋大学
113 6300236 池田 桃太 学連 東京農業大学
114 6300471 栗山 聡 学連 東京農業大学
115 6300257 北村 修司朗 学連 京都産業大学
116 6300494 三島 大河 学連 日本体育大学
117 304687 手代木 翔伍 学連 日本大学
118 304808 髙橋 将太郎 学連 法政大学
119 6300382 中澤 優 学連 東京農業大学
120 6300458 徳武 康尊 学連 東京農業大学
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121 320435 YANG Dong-Hyuk KOR 韓国
122 6300226 長谷川 凌太郎 学連 立教大学
123 6300318 森 大成 学連 中京大学
124 6300296 山本 大門 学連 神奈川大学
125 304752 加藤 克彦 学連 日本体育大学
126 6300640 川戸 浩輝 学連 近畿大学
127 6300433 吉田 龍次 学連 神奈川大学
128 6300176 髙橋 奨平 学連 専修大学
129 6300529 堀川 諒真 学連 國學院大学
130 304927 岡田 雄瑠 学連 中央大学
131 304753 小嶋 穂高 学連 近畿大学
132 304935 星 将斗 学連 専修大学
133 304765 佐々木 亮哉 学連 東北学院大学
136 6300384 鈴木 修太郎 学連 慶応義塾大学
137 6300526 唐沢 航希 学連 専修大学
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