
  No, 氏　名 陸協名 所　属

1500 郡司　康平 茨城 宇都宮大学

1501 大貫　陽嵩 京都 京都産業大学

1502 住吉　秀昭 福島 国士舘大学

1503 塩尻　和也 群馬 順天堂大学

1504 井上　弘也 兵庫 上武大学

1505 髙橋　一生 秋田 城西大学

1506 竹下　凱 静岡 帝京大学

1507 冨田　三貴 福岡 東海大学

1508 荒井　七海 千葉 東海大学

1509 廣田　雄希 兵庫 東海大学

1510 成瀬　雅俊 愛知 東洋大学

1511 橋本　澪 群馬 東洋大学

1512 牧浦　聖士 兵庫 東洋大学

1513 荒武　星哉 宮崎 東洋大学

1514 髙森　建吾 長野 東洋大学

1515 野村　峻哉 鹿児島 東洋大学

1516 小笹　椋 埼玉 東洋大学

1517 山本　修二 石川 東洋大学

1518 秋山　清仁 東京 日本体育大学

1519 大手　敬史 熊本 日本体育大学

1520 辻野　恭哉 三重 日本体育大学

1521 三原　卓巳 京都 日本体育大学

1522 室伏　穂高 静岡 日本体育大学

1523 森崎　拓海 岡山 日本体育大学

1524 𠮷田　亮壱 福岡 日本体育大学

1525 坂口　裕之 長崎 明治大学

1526 田中　龍太 鹿児島 明治大学

1527 東島　清純 鳥取 明治大学

1528 浅石　祐史 栃木 駒澤大学

1529 西山　雄介 三重 駒澤大学

1530 紺野　凌矢 福井 駒澤大学

1531 伊勢　翔吾 千葉 駒澤大学

1532 澤畠　竜一朗 茨城 横浜国立大学

1533 秦　将吾 愛媛 山梨学院大学

1534 上田　健太 山梨 山梨学院大学

1535 矢ノ倉　弘 山梨 山梨学院大学

1536 鈴木　祐希 愛知 神奈川大学

1537 大野　日暉 愛知 神奈川大学

1538 鈴木　太基 愛知 大東文化大学

1539 前田　将太 埼玉 大東文化大学

1540 新井　康平 埼玉 大東文化大学

1541 山﨑　和麻 千葉 日本大学

1542 畔栁　揮 神奈川 日本大学

1543 小澤　直人 滋賀 早稲田大学

1544 露木　翔太 千葉 国際武道大学

1545 波平　健太郎 千葉 国際武道大学

1546 竹田　魁人 北海道 国際武道大学

1547 勝野　正敬 千葉 国際武道大学

1548 渡久地　政海 沖縄 国際武道大学

1549 進藤　龍太 秋田 札幌学院大学
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1550 谷口　創大 北海道 札幌学院大学

1551 橋場　赴太 北海道 札幌学院大学

1552 山川　莞介 北海道 札幌学院大学

1553 町澤　大雅 千葉 中央大学

1554 𠮷田　新規 愛知 愛知工業大学

1555 唐澤　研太 愛知 愛知工業大学

1556 柗井　駿佑 愛知 愛知工業大学

1557 門畑　龍星 長崎 亜細亜大学

1558 関口　海月 沖縄 亜細亜大学

1559 矢後　健太 新潟 亜細亜大学

1560 吉田　豊 埼玉 亜細亜大学

1561 有谷　昭宏 青森 亜細亜大学

1562 秋山　知愛 埼玉 亜細亜大学

1563 川村　耕平 青森 亜細亜大学

1564 今関　拳人 静岡 亜細亜大学

1565 服部　純哉 埼玉 亜細亜大学

1566 藤本　海生 高知 亜細亜大学

1567 伊賀　克陽 北海道 亜細亜大学

1568 石飛　貴啓 福岡 亜細亜大学

1569 乾　碩 京都 亜細亜大学

1570 梅本　龍太 熊本 亜細亜大学

1571 裏川　大貴 滋賀 亜細亜大学

1572 唐澤　邑歩 群馬 亜細亜大学

1573 武　雄介 岡山 亜細亜大学

1574 角田　魁仁 群馬 亜細亜大学

1575 古川　舜 埼玉 亜細亜大学

1576 米井　翔也 東京 亜細亜大学
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  No, 氏　名 陸協名 所　属

1001 藪田　結衣 京都 京都産業大学

1002 棚池　穂乃香 滋賀 京都産業大学

1003 伊丹　晶子 東京 国士舘大学

1004 嶋守　貴子 千葉 国士舘大学

1005 中村　陽菜 東京 国士舘大学

1006 干川　瑛美 群馬 国士舘大学

1007 上原　明悠美 愛媛 松山大学

1008 中原　海鈴 鹿児島 松山大学

1009 松田　杏奈 高知 松山大学

1010 三島　美咲 愛媛 松山大学

1011 上杉　円香 大分 松山大学

1012 林　三紀子 愛媛 松山大学

1013 高見澤　安珠 三重 松山大学

1014 緒方　美咲 徳島 松山大学

1015 谷　珠祈 徳島 松山大学

1016 古谷　奏 愛媛 松山大学

1017 藤原　あかね 愛媛 松山大学

1018 八木　遥 愛媛 松山大学

1019 大畠　万由子 兵庫 神戸学院大学

1020 杉谷　優衣 兵庫 神戸学院大学

1021 田口　真琴 兵庫 神戸学院大学

1022 大樽　瑞葉 兵庫 神戸学院大学

1023 浅井　加菜子 大阪 神戸学院大学

1024 手嶋　乃莉子 兵庫 神戸学院大学

1025 佐竹　莉奈 石川 神戸学院大学

1026 新井　沙紀枝 山口 大阪学院大学

1027 清水　真帆 大阪 大阪学院大学

1028 白石　莉理 大阪 大阪芸術大学

1029 大津　花野子 岐阜 大阪芸術大学

1030 関根　千智 群馬 中央大学

1031 西村　真実 千葉 中央大学

1032 市村　萌捺美 千葉 中央大学

1033 太田　優紀 千葉 中央大学

1034 小堀　真佳 神奈川 東京農業大学

1035 佐藤　有希 茨城 東京農業大学

1036 清水　萌衣乃 神奈川 東京農業大学

1037 原田　紗枝 千葉 東京農業大学

1038 小池　彩加 宮城 東北福祉大学

1039 栃久保　瑠依 宮城 東北福祉大学

1040 葛巻　琴美 岩手 日本体育大学

1041 髙木　理瑚 静岡 日本体育大学

1042 福島　理奈 熊本 日本体育大学

1043 細田　あい 長野 日本体育大学

1044 酒井　優莉菜 千葉 日本体育大学

1045 高橋　真以 山梨 日本体育大学

1046 田村　茜 群馬 日本体育大学

1047 中村　美咲 埼玉 日本体育大学

1048 康本　花梨 兵庫 日本体育大学

1049 矢作　佳南子 青森 日本体育大学

1050 小澤　夏美 福島 白鷗大学
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1051 渡邉　恵利佳 岐阜 白鷗大学

1052 安藤　優香 栃木 白鷗大学

1053 逸木　和香菜 福岡 福岡大学

1054 髙木　結加 鹿児島 福岡大学

1055 原田　ひかる 兵庫 兵庫大学

1056 北本　可奈子 愛知 名城大学

1057 横山　友里乃 愛知 名城大学

1058 青木　和 岐阜 名城大学

1059 玉城　かんな 長野 名城大学

1060 松浦　佳南 静岡 名城大学

1061 出水田　眞紀 神奈川 立教大学

1062 小山　香子 北海道 順天堂大学

1063 今村　咲織 神奈川 順天堂大学

1064 白鳥　さゆり 千葉 順天堂大学

1065 木村　芙有加 山形 大東文化大学

1066 小枝　理奈 福島 大東文化大学

1067 瀬川　帆夏 神奈川 大東文化大学

1068 佐藤　早也伽 宮城 東洋大学

1069 平山　絵梨 山形 東洋大学

1070 内田　寧々 福島 東洋大学

1071 室伏　杏花里 栃木 東洋大学

1072 菅野　七虹 京都 立命館大学

1073 和田　優香里 京都 立命館大学


