
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 6300252 仲俣 一樹 学連 明治大学
2 6300887 林 竜旭 学連 東海大学
3 6300518 三上 大我 学連 中央大学
4 6300699 浜辺 大夢 学連 法政大学
5 6301031 佐藤 進太郎 学連 早稲田大学
6 6300516 手塚 芳宗 学連 日本大学
7 6300779 寺島 瑛介 学連 近畿大学
8 6300462 亀渕 哲平 学連 東洋大学
9 6300380 三浦 旭 学連 日本大学

10 6300527 嶋田 健人 学連 日本大学
11 6300687 吉田 隼汰 学連 日本大学
12 6300466 藤吉 廉 学連 日本大学
13 6300455 久保田 拓 学連 慶応義塾大学
14 6300212 石渡 健 学連 慶応義塾大学
15 6300881 石島 裕一郎 学連 早稲田大学
16 6300163 中平 賢郷 学連 早稲田大学
17 6300218 後藤 悠史 学連 東海大学
18 6300697 八幡 優月 学連 法政大学
19 6300161 山田 椋喬 学連 日本大学
20 6300845 平井 翔 学連 日本体育大学
21 6300692 小林 大翔 学連 慶応義塾大学
22 6300404 中山 大輝 学連 立教大学
23 6300405 松浦 匠太朗 学連 明治大学
24 6300219 森末 義弘 学連 日本大学
25 6300414 押切 凌 学連 早稲田大学
26 6300624 森田 智也 学連 近畿大学
27 6300663 村越 公平 学連 中京大学
28 6300461 岡野 大我 学連 東海大学
29 6300484 関 輝 学連 日本大学
30 6300835 益戸 優磨 学連 日本大学
31 6300877 今野 主税 学連 東海大学
32 6300836 下畑 岳大 学連 東洋大学
33 6300893 小栁 一葉 学連 東洋大学
34 6300411 宮崎 尚太朗 学連 法政大学
35 6300383 永田 嵐 学連 中京大学
36 6300858 俵山 哲多 学連 近畿大学
37 6300876 吉田 海夢 学連 中央大学
38 6300526 唐沢 航希 学連 専修大学
39 6300570 髙橋 詠 学連 日本体育大学
40 6300379 園部 竜也 学連 法政大学
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41 6300781 今 颯人 学連 早稲田大学
42 6300176 髙橋 奨平 学連 専修大学
43 6300453 中澤 駿太郎 学連 慶応義塾大学
44 6300190 川崎 伊賢 学連 神奈川大学
45 6300403 榎森 啓悟 学連 慶応義塾大学
46 6300550 髙橋 晟治 学連 法政大学
47 6301073 佐鳥 一樹 学連 中央大学
48 6300944 山田 大雅 学連 慶応義塾大学
49 6300373 猪股 駿 学連 東海大学
50 6300214 吉澤 脩蔵 学連 中央大学
51 6300321 富岡 恭冴 学連 東京農業大学
52 6300643 田中 駿 学連 中央大学
53 6300742 金子 竣哉 学連 東洋大学
54 6300546 高橋 拓也 学連 中央大学
55 6300874 加藤 太一 学連 法政大学
56 6300571 嶋貫 亜久里 学連 東洋大学
57 6300417 中井 悠斗 学連 専修大学
58 6300882 千葉 直弥 学連 法政大学
59 6300818 伊東 周悟 学連 東海大学
60 6300226 長谷川 凌太郎 学連 立教大学
61 6301026 池田 太一 学連 関西学院大学
62 6300433 吉田 龍次 学連 神奈川大学
63 6300494 三島 大河 学連 日本体育大学
64 6300639 野川 大地 学連 明治大学
65 6300917 宮﨑 裕 学連 中央大学
66 6300821 鏡 大聖 学連 日本体育大学
67 6300861 山本 京介 学連 東洋大学
68 6300685 横川 悟 学連 日本体育大学
69 6300700 髙山 慎太郎 学連 近畿大学
70 6300849 山口 豪太 学連 日本体育大学
71 6300318 森 大成 学連 中京大学
72 6300820 今井 宗史 学連 神奈川大学
73 6300270 高橋 海里 学連 近畿大学
74 6300531 井出 光星 学連 東洋大学
75 6300842 南木 岳司 学連 日本大学
76 6300435 白岩 拓朗 学連 日本体育大学
77 6300621 森田 伊織 学連 法政大学
78 6300740 堀口 直暉 学連 法政大学
79 6301067 関原 威吹 学連 日本大学
80 6301094 宮澤 昂大 学連 近畿大学
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81 6300689 佐藤 秀 学連 東海大学
82 6300622 山口 福太 学連 専修大学
83 6300665 河野 明日斗 学連 近畿大学
84 6300616 中畑 竣介 学連 国士舘大学
85 6300847 山田 拓郎 学連 日本体育大学
86 6300456 横川 大悟 学連 慶応義塾大学
87 6300843 福山 泰誠 学連 日本体育大学
88 6300442 佐々木 天海 学連 神奈川大学
89 6300637 佐藤 柚貴 学連 東洋大学
90 6300429 小瀨 大和 学連 中央大学
91 6300647 杉田 海 学連 法政大学
92 6300446 児玉 翔太 学連 日本体育大学
93 6300482 黒岩 永吉 学連 東洋大学
94 6300910 小林 啓将 学連 中央大学
95 6300902 赤澤 侑剛 学連 大東文化大学
96 6300696 中島 悠祐 学連 日本体育大学
97 6300701 髙田 智哉 学連 日本体育大学
98 6300664 河野 真太郎 学連 國學院大学
99 6300916 干川 大智 学連 大東文化大学

100 6300911 齋藤 将紀 学連 青山学院大学
101 6300754 唐澤 翔太郎 学連 関西学院大学
102 6300459 中島 剛流 学連 中央大学
103 6300381 柳 瑛人 学連 近畿大学
104 6300573 村田 顕吾 学連 中京大学
105 6300856 菊地 朝仁 学連 東洋大学
106 6300759 田邉 謙介 学連 日本大学
107 6300572 阿部 健 学連 東北福祉大学
108 6301063 北林 凌 学連 國學院大学
109 6300299 玉田 智也 学連 中京大学
110 6300628 萩生田 純宇 学連 東京農業大学
111 6301146 石井 壱国 学連 京都産業大学体育会ス
112 6300671 田代 空 学連 日本体育大学
113 6300890 島田 一希 学連 明治大学
114 6300567 長倉 丈 学連 東京農業大学
115 6300450 篠原 諒 学連 立命館大学
116 6300636 内川 湧太 学連 明治大学
117 6300912 佐藤 創太 学連 國學院大学
118 6300900 深澤 竜之介 学連 明治大学
119 6300458 徳武 康尊 学連 東京農業大学
120 6300936 松田 師成 学連 専修大学
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121 6300704 富森 悠真 学連 関西大学
122 6300199 橋本 連之介 学連 近畿大学
123 6301035 吉田 剛 学連 山梨学院大学
124 6300926 明保能 弘翔 学連 関西学院大学
125 6300635 大谷 龍平 学連 国士舘大学
126 6300350 吉澤 功太 学連 日本体育大学
127 6300614 髙荷 智貴 学連 國學院大学
128 6300473 横井 甲 学連 中京大学
129 6300822 笹原 聖矢 学連 国士舘大学
130 6300826 樋沢 駿甫 学連 國學院大学
131 6300957 久保 壮登 学連 関西学院大学
132 6300860 冨澤 元弥 学連 近畿大学
133 6301159 新名 亮太 学連 青山学院大学
134 6300712 沼田 昻大 学連 東京農業大学
135 6300257 北村 修司朗 学連 京都産業大学
136 6300970 山内 勇輝 学連 山梨学院大学
137 120154 ZHAO Kangjin CHN 中国
138 120149 GUO Qing CHN 中国
139 120150 ZHU Yanan CHN 中国
140 120143 FAN Qiaowei CHN 中国
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