
２０２２（Ｒ４）・関東新人戦・男子シングルス・参加者名簿

※この名簿は､２０２２-４／１４現在のものです。

　　登録漏れ、登録間違いなど、何か問題がありましたら、

　　至急、　japan_kanto_sttf@yahoo.co.jp　までご連絡ください。

　　可能な範囲内で対応します。

通し 関東学連 大学名 校内 氏 名 フリ ガナ 出身高 学

No ﾁｰﾑｺｰﾄﾞ 順位 年

1 101 専修大学 1 星 優真 ホシ ユウマ 東山高校 京都府 1

2 101 専修大学 2 原田 春輝 ハラダ ハルキ 希望が丘高校 福岡県 1

3 101 専修大学 3 渡辺 龍介 ワタナベ リュウスケ 明豊高等学校 大分県 3

4 101 専修大学 4 門脇 康太 カドワキ コウタ 明豊高校 大分県 1

5 101 専修大学 5 笠井 智衆 カサイ チシュウ 東海大菅生高校 東京都 2

6 101 専修大学 6 玄道 一成 ゲンドウ ヒトナリ 松徳学院高等学校 島根県 3

7 101 専修大学 7 島村 大観 シマムラ タイカン 関西高校 岡山県 1

8 101 専修大学 8 中野 颯真 ナカノ ソウマ 新潟産業大学附属高等学校 新潟県 3

9 102 明治大学 1 安江 光博 ヤスエ ミツヒロ 明徳義塾高校 高知県 1

10 102 明治大学 2 櫻井 倭 サクライ ヤマト 鶴岡東高校 山形県 1

11 102 明治大学 3 西沢 祐太 ニシザワ ユウタ 長野工業高校 長野県 1

12 102 明治大学 4 剣持 将作 ケンモチ ショウサク 実践学園高校 東京都 1

13 102 明治大学 5 高橋 響生 タカハシ ヒビキ 鶴岡東高校 山形県 1

14 102 明治大学 6 山腰 洋平 ヤマコシ ヨウヘイ 出雲北陵高等学校 島根県 2

15 102 明治大学 7 小笠原 勇斗 オガサワラ ユウト 秋田商業高等学校 秋田県 2

16 102 明治大学 8 米田 裕哉 ヨネタ ユウヤ 秋田高校 秋田県 1

17 102 明治大学 9 窪 太司郎 クボ タイシロウ 明秀学園日立高校 茨城県 1

18 102 明治大学 10 日置 希音 ヒオキ ケイン 東京学館浦安高等学校 千葉県 3

19 102 明治大学 11 伊藤 直輝 イトウ ナオキ 上宮高等学校 大阪府 3

20 102 明治大学 12 松本 暁人 マツモト アキト 明治大学付属中野八王子中学高等学校 東京都 3

21 102 明治大学 13 川本 清将 カワモト キヨマサ 都立南多摩中等教育学校 東京都 2

22 102 明治大学 14 栗田 孝宣 クリタ タカノリ 帝京大学高校 東京都 2

23 102 明治大学 15 加藤 拓斗 カトウ タクト 名古屋高校 愛知県 3

24 102 明治大学 16 鈴木 七海 スズキ ナナミ 日本学園高等学校 東京都 2

25 102 明治大学 17 小坂 瀬那 コサカ セナ 明治大学付属中野高等学校 東京都 1

26 102 明治大学 18 植木 遥平 ウエキ ヨウヘイ 安積高等学校 福島県 1

27 102 明治大学 19 吉田 尋稀 ヨシダ ヒロキ 明治大学付属中野高等学校 東京都 1

28 102 明治大学 20 冨樫 翼 トガシ ツバサ 埼玉栄高等学校 埼玉県 1

29 102 明治大学 21 山川 大翔 ヤマカワ ツバサ 越谷北高等学校 埼玉県 1

30 102 明治大学 22 土井 蓮大 ドイ レンタ 春日部共栄高等学校 東京都 1

31 103 早稲田大学 1 濱田 一輝 ハマダ カズキ 愛工大名電高等学校 愛知県 1

32 103 早稲田大学 2 荒井 和也 アライ カズヤ 希望が丘高校 東京都 2

33 103 早稲田大学 3 宮木 宏輔 ミヤキ コウスケ 東山高等学校 京都府 4

34 103 早稲田大学 4 甚田 翔風 ジンタ ソラ 明治大学付属中野高等学校 東京都 4

35 103 早稲田大学 5 玉田 隼大 タマダ ハヤタ 滝川高等学校 兵庫県 1

36 103 早稲田大学 6 田村 真吾 タムラ シンゴ 早稲田高等学校 東京都 1



37 103 早稲田大学 7 儀間 望 ギマ ノゾム 桐朋高等学校 東京都 2

38 104 中央大学 1 小松 隼大 コマツ ハヤト 鶴岡東高校 山形県 2

39 104 中央大学 2 米倉 勝 ヨネクラ マサル 希望が丘高校 福岡県 2

40 104 中央大学 3 矢島 陸斗 ヤジマ リクト 鶴岡東高校 山形県 2

41 104 中央大学 4 谷本 凌 タニモト リョウ 育英高校 兵庫県 1

42 104 中央大学 5 中田 泰成 ナカダ タイセイ 上宮高校 大阪府 1

43 104 中央大学 6 岩瀬 裕大 イワセ ユウダイ 大多喜高校 千葉県 2

44 105 筑波大学 1 鈴木 笙 スズキ ショウ 静岡学園高 静岡県 1

45 105 筑波大学 2 三浦 裕大 ミウラ ユウダイ 遊学館高 石川県 1

46 105 筑波大学 3 田原 翔太 タハラ ショウタ 明豊高 大分県 1

47 105 筑波大学 4 松本 光史 マツモト コウシ 静岡学園高 静岡県 2

48 105 筑波大学 5 大関 勇太朗 オオゼキ ユウタロウ 作新学院高 栃木県 2

49 105 筑波大学 6 齋藤 玲 サイトウ レイ 秋田県立秋田高 秋田県 3

50 105 筑波大学 7 幾石 光 キセキ ヒカル 桐朋高 東京都 2

51 106 日本体育大学 1 板坂 眞生 イタサカ マオ 静岡学園 静岡県 1

52 106 日本体育大学 2 鍋島 典 ナベシマ ツカサ 岩瀬日本大学高等学校 茨城県 1

53 106 日本体育大学 3 廣田 遼太郎 ヒロタ リョウタロウ 安田学園 東京都 1

54 106 日本体育大学 4 安田 湧 ヤスダ ユウ 三浦学苑高校 神奈川県 3

55 106 日本体育大学 5 上ケ谷 駿汰 ジョウガタニ シュンタ 浜松修学舎高校 東京都 3

56 106 日本体育大学 6 深尾 侑叶 フカオ ユウト 鳥取敬愛高校 鳥取県 1

57 106 日本体育大学 7 助川 侑矢 スケガワ ユウヤ 明秀学園日立高校 茨城県 2

58 106 日本体育大学 8 竹内 智一 タケウチ トモカズ 松商学園高校 長野県 2

59 106 日本体育大学 9 植西 空 ウエニシ ソラ 松商学園高校 長野県 3

60 107 法政大学 1 髙橋 天馬 タカハシ テンマ 東海大菅生高 東京都 2

61 107 法政大学 2 原田 哲多 ハラダ テッタ 出雲北稜高校 島根県 1

62 107 法政大学 3 加藤 翔 カトウ ショウ 野田学園高校 山口県 1

63 107 法政大学 4 内田 柊平 ウチダ シュウヘイ 野田学園高 山口県 2

64 107 法政大学 5 岩永 宗久 イワナガ カズヒサ 帝京安積高校 福島県 1

65 107 法政大学 6 米田 悠 ヨネダ ユウ 富田高 岐阜県 3

66 107 法政大学 7 小野寺 秀斗 オノデラ シュウト 専修大学北上高 岩手県 2

67 107 法政大学 8 西村 直 ニシムラ ナオ 静岡学園高 静岡県 2

68 107 法政大学 9 林 晃平 ハヤシ コウヘイ 桐蔭学園高校 神奈川県 1

69 107 法政大学 10 野崎 蓮 ノザキ レン 川越東高 埼玉県 3

70 108 駒澤大学 1 加藤 渉 カトウ ワタル 作新学院高校 栃木県 1

71 108 駒澤大学 2 近藤 駿真 コンドウ シュンマ 清凉高校 岐阜県 1

72 108 駒澤大学 3 長沼 龍之介 ナガヌマ リュウノスケ 樹徳高校 群馬県 4

73 108 駒澤大学 4 小暮 桜介 コグレ オウスケ 埼玉栄高校 埼玉県 1

74 108 駒澤大学 5 安藤 実慶 アンドウ サネヨシ 松商学園高校 長野県 1

75 108 駒澤大学 6 前川 祐輝 マエカワ ユウキ 富田高校 岐阜県 1

76 108 駒澤大学 7 松本 夢源 マツモト ムゲン 福島東稜高 福島県 3

77 108 駒澤大学 8 奥住 裕太 オクズミ ユウタ 駒大苫小牧高校 北海道 2

78 108 駒澤大学 9 国広 駿介 クニヒロ シュンスケ 希望が丘高校 福岡県 2

79 108 駒澤大学 10 河野 大空 コウノ ソラ 駒大苫小牧高校 北海道 1

80 108 駒澤大学 11 藤田 隼輔 フジタ シュンスケ 駒大苫小牧高校 北海道 2

81 108 駒澤大学 12 篠原 大樹 シノハラ タイジュ 明誠高校 島根県 1

82 108 駒澤大学 13 松山 順英 マツヤマ ジュンエイ 豊川高校 愛知県 2



83 109 大正大学 1 奥山 堅也 オクヤマ ケンヤ 遊学館高 石川県 3

84 109 大正大学 2 齋藤 大耀 サイトウ タイヨウ 希望ヶ丘高 福岡県 1

85 109 大正大学 3 竹中 流生 タケナカ リュウセイ 東海大菅生高 東京都 1

86 109 大正大学 4 則竹 伯紀 ノリタケ トモキ 杜若高 愛知県 4

87 109 大正大学 5 岩木 彩人 イワキ アヤト 浜松修学舎高 静岡県 2

88 109 大正大学 6 横塚 大和 ヨコヅカ ヤマト 甲府工業高 山梨県 3

89 109 大正大学 7 佐藤 累 サトウ ルイ 千葉経済大学附属高 千葉県 2

90 109 大正大学 8 神郡 元希 カンゴオリ ゲンキ 青藍泰斗高 栃木県 1

91 109 大正大学 9 佐々木 真士 ササキ シンジ 東奥学園高 青森県 3

92 109 大正大学 10 角川 光喜 ツノカワ ミツキ 新庄東高 山形県 4

93 109 大正大学 11 半田 青児 ハンダ セイジ 長野工業高 長野県 2

94 109 大正大学 12 原 愛生斗 ハラ アイト 福島東稜高 福島県 1

95 109 大正大学 13 布施 公祐 フセ コウユウ 弘前実業高 青森県 4

96 110 日本大学 1 伊藤 礼博 イトウ アキヒロ 安田学園高等学校 東京都 1

97 110 日本大学 2 新名 亮太 シンミョウ リョウタ 明徳義塾高校 高知県 1

98 110 日本大学 3 山下 晃人 ヤマシタ アキト 湘南工科大学付属高校 神奈川県 2

99 110 日本大学 4 原 大翼 ハラ ツバサ 東山高等学校 京都府 1

100 110 日本大学 5 前原 椿樹 マエハラ ハルキ 東海大学菅生高等学校 東京都 1

101 110 日本大学 6 芳賀 世蓮 ハガ セレン 鶴岡東高等学校 山形県 1

102 110 日本大学 7 岩間 充晃 イワマ ミツアキ 明豊高校 大分県 2

103 110 日本大学 8 野宮 健人 ノミヤ ケント 弘前実業高校 青森県 2

104 110 日本大学 9 中島 大貴 ナカジマ ダイキ 埼玉栄 埼玉県 3

105 110 日本大学 10 玉城 希望 タマキ ノゾム 東山 京都府 3

106 110 日本大学 11 新名 智弘 シンミョウ トモヒロ 明徳 高知県 3

107 110 日本大学 12 南谷 健太 ミナミダニ ケンタ 福井県福井県立福井商業高等学校 福井県 1

108 110 日本大学 13 塩田 礼文 シオタ レブン 帝京安積 福島県 3

109 110 日本大学 14 藤原 尚人 フジワラ ナオト 関西 岡山県 3

110 110 日本大学 15 竹田 京平 タケダ キョウヘイ 新潟産業大付属高校 新潟県 3

111 110 日本大学 16 林 敦生 ハヤシ アツキ 福井商業 福井県 3

112 110 日本大学 17 藤田 遼也 フジタ リョウヤ 東奥学園高等学校 青森県 1

113 110 日本大学 18 星野 峻佑 ホシノ シュンスケ 岩瀬日大 茨城県 3

114 110 日本大学 19 藤根 大輔 フジネ ダイスケ 鶴岡東高等学校 山形県 1

115 110 日本大学 20 小野寺 幹 オノデラ モトキ 湘南工科大学附属高等学校 神奈川県 1

116 110 日本大学 21 榎本 響介 エノモト キョウスケ 秋田商業高校 秋田県 2

117 110 日本大学 22 佐々木 愛斗 ササキ マナト 樹徳高校 東京都 2

118 110 日本大学 23 赤木 太葉 アカギ タイヨウ 明誠高等学校 島根県 1

119 110 日本大学 24 山田 大吾 ヤマダ ダイゴ 実践学園高等学校 東京都 2

120 111 埼玉工業大学 1 今泉 蓮 イマイズミ レン 野田学園高等学校 山口県 1

121 111 埼玉工業大学 2 原 悠 ハラ ユウ 実践学園高等学校 東京都 1

122 111 埼玉工業大学 3 島村 怜和 シマムラ レオ 湘南工科大学附属 神奈川県 1

123 111 埼玉工業大学 4 高橋 真海 タカハシ マサウミ 実践学園高校 東京都 3

124 111 埼玉工業大学 5 榎本 遼馬 エノモト リョウマ 入間向陽高校 埼玉県 4

125 111 埼玉工業大学 6 向山 陽希 ムコウヤマ ハルキ 明秀日立高校 茨城県 2

126 111 埼玉工業大学 7 岡野 光志 オカノ コウジ 松商学園高校 長野県 2

127 111 埼玉工業大学 8 松尾 威吹 マツオ イブキ 埼玉栄高校 埼玉県 2

128 111 埼玉工業大学 9 黒田 拓実 クロダ タクミ 実践学園高校 東京都 3



129 111 埼玉工業大学 10 佐藤 正悟 サトウ セイゴ 日本大学 神奈川県 1

130 111 埼玉工業大学 11 杉本 央 スギモト マオ 横浜商業 神奈川県 1

131 111 埼玉工業大学 12 山浦 哲平 ヤマウラ テッペイ 松徳学院高校 島根県 4

132 111 埼玉工業大学 13 茂木 陽祐 モギ ヨウスケ 藤岡中央高校 群馬県 2

133 111 埼玉工業大学 14 田村 晃大 タムラ コウダイ 三谷水産高校 愛知県 2

134 111 埼玉工業大学 15 塚山 健太 ツカヤマ ケンタ 上尾鷹の台高校 埼玉県 2

135 112 國學院大学 1 吉田 大流 ヨシダ タケル 千葉経済大学付属高校 千葉県 4

136 112 國學院大学 2 相沢 龍士 アイザワ リュウジ 埼玉栄高校 東京都 4

137 112 國學院大学 3 猪俣 礼智 イノマタ ライチ 明豊高校 大分県 3

138 112 國學院大学 4 安藤 壱紗 アンドウ イッサ 明豊高校 東京都 2

139 112 國學院大学 5 狩野 耕助 カリノ コウスケ 埼玉栄高校 埼玉県 1

140 112 國學院大学 6 岡戸 俊道 オカド トシミチ 遊学館高校 石川県 2

141 112 國學院大学 7 藤井 崇生 フジイ シュウ 大阪桐蔭高校 大阪府 3

142 112 國學院大学 8 藤井 脩平 フジイ シュウヘイ 都城商業高校 宮崎県 1

143 112 國學院大学 9 佐山 寛大 サヤマ カンタ 新潟産業大学附属高校 新潟県 1

144 112 國學院大学 10 齋藤 幸祐 サイトウ コウスケ 帝京安積高校 福島県 2

145 112 國學院大学 11 三宅 康介 ミヤケ コウスケ 四国学院大学香川西高校 香川県 2

146 112 國學院大学 12 鈴木 健太 スズキ ケンタ 明徳義塾高校 高知県 3

147 112 國學院大学 13 羽賀 琉晴 ハガ リュウセイ 埼玉栄高校 埼玉県 1

148 112 國學院大学 14 中野 剛志 ナカノ タケシ 日大豊山高校 東京都 2

149 112 國學院大学 15 角 風雲児 スミ フウジ 國學院高校 東京都 4

150 112 國學院大学 16 下川原 侑希 シモカワラ ユウキ 埼玉栄高校 埼玉県 2

151 112 國學院大学 17 渡辺 皓貴 ワタナベ コウキ 千葉経済大学附属高校 千葉県 2

152 112 國學院大学 18 贄川 優友 ニエカワ ユウスケ 横浜商業高校 神奈川県 4

153 112 國學院大学 19 増岡 弘規 マスオカ コウキ 実践学園高校 東京都 4

154 113 慶應義塾大学 1 田坂 宗次郎 タサカ ソウジロウ 武田高 広島県 3

155 113 慶應義塾大学 2 屋代 和輝 ヤシロ カズキ 埼玉栄高校 埼玉県 2

156 113 慶應義塾大学 3 松尾 仁史 マツオ ヒトシ 明治大学付属中野高 東京都 4

157 113 慶應義塾大学 4 相馬 颯斗 ソウマ ハヤト 攻玉社高 東京都 3

158 113 慶應義塾大学 5 市川 隼秀 イチカワ ハヤヒデ 明治大学付属中野高 東京都 3

159 113 慶應義塾大学 6 小島 拓海 コジマ タクミ 慶應義塾志木高等学校 埼玉県 3

160 113 慶應義塾大学 7 友部 翔 トモベ ショウ 埼玉県立川越高等学校 埼玉県 2

161 113 慶應義塾大学 8 井芹 直哉 イセリ ナオヤ 慶應義塾高 神奈川県 3

162 113 慶應義塾大学 9 川辺 旺慧 カワベ オウエイ 本郷高校 東京都 2

163 113 慶應義塾大学 10 吉田 裕喜 ヨシダ ユウキ 穎明館 東京都 2

164 113 慶應義塾大学 11 渡辺 竜士 ワタナベ リュウジ 新潟高等学校 新潟県 3

165 113 慶應義塾大学 12 安竹 海翔 ヤスタケ カイト 静岡県立藤枝東高等学校 東京都 3

166 113 慶應義塾大学 13 亀井 翔平 カメイ ショウヘイ 桐蔭学園高等学校 神奈川県 1

167 113 慶應義塾大学 14 梅森 大輔 ウメモリ ダイスケ 慶應義塾高等学校 神奈川県 1

168 113 慶應義塾大学 15 小川 由聡 オガワ ユイト 慶應義塾高等学校 神奈川県 1

169 113 慶應義塾大学 16 片庭 朋祐 カタニワ トモヨシ 明治学院高等学校 東京都 1

170 114 東洋大学 1 菅原 巧輝 スガワラ コウキ 聖和学園高 宮城県 3

171 114 東洋大学 2 村越 俊介 ムラコシ シュンスケ 東京学館浦安高 千葉県 4

172 114 東洋大学 3 竹内 陽介 タケウチ ヨウスケ 明秀学園日立高 茨城県 3

173 114 東洋大学 4 川内谷 風美 カワウチヤ カザミ 岩瀬日本大学附属高 茨城県 3

174 114 東洋大学 5 麦 進琳 バク シンリン 東京学館浦安高等学校 千葉県 1



175 114 東洋大学 6 原田 敦生 ハラダ タイキ 長野工業高等学校 長野県 1

176 114 東洋大学 7 菊池 玲亮 キクチ レイスケ 湘南工科大学付属高等学校 神奈川県 1

177 114 東洋大学 8 木田 蓮斗 キダ レント 三浦学苑高 神奈川県 4

178 114 東洋大学 9 菊池 慧 キクチ ケイ 聖和学園高 宮城県 4

179 114 東洋大学 10 星野 隆斗 ホシノ リュウト 埼玉栄高 埼玉県 4

180 114 東洋大学 11 松本 大地 マツモト ダイチ 遊学館高等学校 石川県 1

181 114 東洋大学 12 染谷 悠寿 ソメヤ ユウト 岩瀬日本大学高等学校 茨城県 2

182 114 東洋大学 13 金澤 勝吾 カナザワ ショウゴ 帝京安積高等学校 福島県 1

183 114 東洋大学 14 松本 光晴 マツモト コウセイ 樹徳高等学校 群馬県 1

184 114 東洋大学 15 卯月 健太郎 ウヅキ ケンタロウ 甲府工業高 山梨県 4

185 114 東洋大学 16 板倉 尚哉 イタクラ ナオヤ 古川学園高 宮城県 3

186 114 東洋大学 17 石田 光紀 イシダ ミツキ 呉青山高 広島県 4

187 114 東洋大学 18 松下 真也 マツシタ マサヤ 浜松学芸高 静岡県 4

188 114 東洋大学 19 林田 悠暉 ハヤシダ ユウキ 慶誠高 熊本県 4

189 115 獨協大学 1 山野 悠佑 ヤマノ ユウスケ 千葉商科大学付属高校 千葉県 2

190 115 獨協大学 2 曽根原 七紫 ソネハラ カズシ 東京学館浦安高校 千葉県 3

191 115 獨協大学 3 黒澤 明寛 クロサワ アキヒロ 実践学園高校 東京都 2

192 115 獨協大学 4 菊池 智一 キクチ トモカズ 浦和南高校 埼玉県 2

193 115 獨協大学 5 吉元 維吹 ヨシモト イブキ 佼成学園高校 東京都 2

194 115 獨協大学 6 進藤 瑠太 シンドウ リュウタ 浦和南高校 埼玉県 3

195 115 獨協大学 7 小川 希夢 オガワ ノゾム 伊奈高校 茨城県 2

196 115 獨協大学 8 白石 逸奎 シライシ イッケイ 上田東高校 長野県 3

197 115 獨協大学 9 林 真一 ハヤシ シンイチ 神奈川県立横浜栄高校 神奈川県 2

198 115 獨協大学 10 岩井 大起 イワイ ダイキ 足立学園高校 東京都 1

199 115 獨協大学 11 貝藤 遥 カイドウ ハル 松戸六実高校 千葉県 1

200 115 獨協大学 12 宇田 高大 ウダ コウタ 鷲宮高校 埼玉県 1

201 115 獨協大学 13 平井 佑亮 ヒライ ユウスケ 西武台千葉高校 埼玉県 1

202 115 獨協大学 14 川井 恵利也 カワイ エリヤ 浦和南高校 埼玉県 1

203 115 獨協大学 15 豊島 健 トヨシマ タケル 浦和南高校 埼玉県 1

204 116 東京経済大学 1 石本 光 イシモト ヒカル 開志国際高 新潟県 4

205 116 東京経済大学 2 加藤 大晟 カトウ タイセイ 帝京安積高 福島県 3

206 116 東京経済大学 3 川村 陽輝 カワムラ ハルキ 沼田高校 群馬県 3

207 116 東京経済大学 4 津雲 斗望 ツグモ トモ 牛久高等学校 茨城県 2

208 116 東京経済大学 5 髙橋 俊成 タカハシ トシナリ 群馬県立沼田高等学校 群馬県 2

209 116 東京経済大学 6 大津 快翔 オオツ カイト 専修大学北上高校 岩手県 1

210 116 東京経済大学 7 小園江 敏紀 コゾノエ トシキ 福知山成美高校 京都府 1

211 116 東京経済大学 8 武川 司紗 タケカワ ツカサ 千葉経済大学付属高校 千葉県 1

212 116 東京経済大学 9 建部 春久 タテベ ハルヒサ 浜松修学舎高校 静岡県 1

213 116 東京経済大学 10 長木 裕夢 チョウキ ヒロム 文星芸術大学付属高校 栃木県 1

214 116 東京経済大学 11 豊田 彪 トヨダ ヒョウ 埼玉栄高校 埼玉県 1

215 116 東京経済大学 12 望月 翔太 モチヅキ ショウタ 湘南工業大学付属高校 神奈川県 1

216 116 東京経済大学 13 宮本 尭仁 ミヤモト タカヒト 板橋有徳高校 東京都 1

217 117 東海大学 1 大和 俊介 ヤマト シュンスケ クラーク記念国際高等学校横浜キャンパス 神奈川県 2

218 117 東海大学 2 平尾 祐輔 ヒラオ ユウスケ 東海大学付属菅生高等学校 東京都 3

219 117 東海大学 3 古屋 友希 フルヤ ユウキ 日本大学三島高等学校 静岡県 4

220 117 東海大学 4 清水 知樹 シミズ トモキ 東海大学付属相模高等学校 神奈川県 4



221 117 東海大学 5 深栖 優斗 フカズミ ユウト 東海大学付属市原望洋 千葉県 4

222 117 東海大学 6 田口 瑛基 タグチ エイキ 秋田県立大曲高等学校 秋田県 2

223 117 東海大学 7 佐藤 陸 サトウ リク 東海大学附属相模高等学校 神奈川県 2

224 117 東海大学 8 井上 椋太 イノウエ リョウタ 東海大学附属高輪台高等学校 東京都 3

225 117 東海大学 9 山田 裕太 ヤマダ ユウタ 東海大学付属諏訪高等学校 長野県 4

226 117 東海大学 10 石川 陽喜 イシカワ ハルキ 福島県立福島西高等学校 福島県 2

227 117 東海大学 11 郭 中勝 コエイ ジョンソン high school bukit mertajam 外国 2

228 117 東海大学 12 前田 健 マエダ ケン 鹿屋中央高等学校 鹿児島県 3

229 117 東海大学 13 押尾 聡太 オシオ ソウタ 東海大学附属相模高等学校 神奈川県 3

230 117 東海大学 14 清水 裕貴 シミズ ヒロキ 静岡県立袋井高等学校 東京都 3

231 117 東海大学 15 三須 虎之介 ミス トラノスケ 神奈川県立足柄高等学校 神奈川県 2

232 117 東海大学 16 赤池 隼 アカイケ ハヤト 神奈川県立高津高等学校 神奈川県 2

233 117 東海大学 17 渡邊 優太 ワタナベ ユウタ 千葉英和高等学校 千葉県 2

234 117 東海大学 18 小川 勇哉 オガワ ユウヤ 下田高等学校 静岡県 2

235 117 東海大学 19 三田 和総 ミタ カズサ 都立桜町高等学校 東京都 3

236 117 東海大学 20 篠崎 悠太 シノザキ ユウタ 三浦学苑高等学校 神奈川県 1

237 117 東海大学 21 志村 倫也 シムラ ミチヤ 甲府工業高等学校 山梨県 1

238 117 東海大学 22 谷口 優人 タニグチ マサヒト 三浦学苑高等学校 神奈川県 1

239 117 東海大学 23 備後 陽向 ビンゴ ヒナタ 三浦学苑高等学校 神奈川県 1

240 117 東海大学 24 内田 日向 ウチダ ヒナタ 埼玉栄高校 埼玉県 1

241 117 東海大学 25 田島 侑樹 タジマ ユウキ 東海大学菅生高等学校 東京都 1

242 117 東海大学 26 西澤 優貴 ニシザワ ユウキ 東京都立科学技術高校 東京都 1

243 117 東海大学 27 山本 創太 ヤマモト ソウタ 千葉県東海大学付属浦安高校 千葉県 1

244 117 東海大学 28 鍵和田 優空 カギワダ ユウク 立花学園高等学校 神奈川県 1

245 118 埼玉大学 1 松井 洸大 マツイ コウタ 群馬県立沼田高校 群馬県 3

246 118 埼玉大学 2 林 要成 ハヤシ ヨウセイ 埼玉県立春日部高校 埼玉県 3

247 118 埼玉大学 3 荒井 悠吾 アライ ユウゴ 県立緑岡高校 茨城県 3

248 118 埼玉大学 4 照井 綾真 テルイ リョウマ 秋田県立秋田高等学校 秋田県 3

249 118 埼玉大学 5 杉浦 健斗 スギウラ ケント 私立城北高校 東京都 2

250 118 埼玉大学 6 山住 進梧 ヤマズミ シンゴ 都立日野台高校 東京都 2

251 118 埼玉大学 7 小野寺 柊人 オノデラ シュウト 県立仙台第三高校 宮城県 2

252 118 埼玉大学 8 元木 友佑 モトキ ユウスケ 本郷高等学校 東京都 3

253 118 埼玉大学 9 天野 翔 アマノ ショウ 県立金沢桜丘高校 石川県 2

254 118 埼玉大学 10 加藤 薫平 カトウ クンペイ 都立日野台高校 東京都 2

255 118 埼玉大学 11 田村 日向大 タムラ ヒナタ 県立松本県ヶ丘高校 長野県 2

256 118 埼玉大学 12 養田 草太 ヨウダ ソウタ 県立前橋 群馬県 1

257 119 東京理科大学 1 羽原 和希 ハバラ カズキ 実践学園高 東京都 3

258 119 東京理科大学 2 岡本 聖也 オカモト セイヤ 桐蔭学園高 神奈川県 3

259 119 東京理科大学 3 小此木 駿太 オコノギ シュンタ 樹徳高 群馬県 1

260 119 東京理科大学 4 高橋 祐輔 タカハシ ユウスケ 桐光学園高 神奈川県 4

261 119 東京理科大学 5 梅次 陽生 ウメツグ ハルキ 高岡龍谷高 富山県 2

262 119 東京理科大学 6 鈴木 康太 スズキ コウタ 佐倉高 千葉県 3

263 119 東京理科大学 7 畔見 尚孝 アゼミ ナオタカ 群馬県立前橋高等学校 群馬県 1

264 119 東京理科大学 8 滝口 雅人 タキグチ マサト 東京都立武蔵丘高校 東京都 1

265 119 東京理科大学 9 米澤 将平 ヨネザワ ショウヘイ 青稜高校 東京都 1

266 119 東京理科大学 10 小池 富 コイケ トム 宮城県泉館山高校 宮城県 2



267 120 千葉商科大学 1 齋藤 佳永 サイトウ ヨシナガ 千葉経済大学附属高 千葉県 2

268 120 千葉商科大学 2 佐久間 優 サクマ ユウ 千葉経済大学附属高 千葉県 3

269 120 千葉商科大学 3 吉野 拓海 ヨシノ タクミ 千葉経済大学附属高 千葉県 4

270 120 千葉商科大学 4 宮田 太郎 ミヤタ タロウ 木更津総合高 千葉県 3

271 120 千葉商科大学 5 望月 晴冬 モチヅキ ハルト 木更津総合校 千葉県 2

272 120 千葉商科大学 6 本宮 将 モトミヤ ショウ 船橋法典高 千葉県 4

273 120 千葉商科大学 7 山口 拓海 ヤマグチ タクミ 船橋法典高校 千葉県 4

274 120 千葉商科大学 8 椎名 飛翔 シイナ ツバサ 青藍泰斗高 栃木県 2

275 120 千葉商科大学 9 内海 翔平 ウツミ ショウヘイ 古川学園高 宮城県 2

276 120 千葉商科大学 10 柳澤 陸斗 ヤナギサワ リクト 大田桜台高等学校 東京都 2

277 120 千葉商科大学 11 望月 洋介 モチヅキ ヨウスケ 千葉商科大学付属高等学校 千葉県 1

278 120 千葉商科大学 12 川野邉 雅輝 カワノベ マサキ 木更津総合高等学校 千葉県 1

279 120 千葉商科大学 13 楠 真治 クスノキ マサハル 千葉商科大学付属高等学校 千葉県 1

280 120 千葉商科大学 14 小玉 海翔 コダマ カイト 千葉経済大学付属高等学校 千葉県 1

281 120 千葉商科大学 15 鈴木 岳 スズキ タケル 埼玉県立八潮高等学校 埼玉県 1

282 120 千葉商科大学 16 土田 尚悟 ツチタ ショウゴ 武相高校 神奈川県 1

283 120 千葉商科大学 17 吉岡 寛斗 ヨシオカ ヒロト 千葉商科大学付属高等学校 千葉県 1

284 120 千葉商科大学 18 長谷川 純平 ハセガワ ジュンペイ 加藤学園 静岡県 1

285 122 神奈川大学 1 野頭 佑生 ノズ ユウキ 学館浦安高 千葉県 3

286 122 神奈川大学 2 高岩 真志 タカイワ マナト 三浦学苑高 神奈川県 3

287 122 神奈川大学 3 福田 亮太朗 フクダ リョウタロウ 浜松修学舎 静岡県 2

288 122 神奈川大学 4 石川 大翔 イシカワ ヤマト 東京学館浦安高 千葉県 1

289 122 神奈川大学 5 坂本 龍音 サカモト キミト 東京学館浦安高 千葉県 4

290 122 神奈川大学 6 宇波 直毅 ウナミ ナオキ 幕張総合高 千葉県 3

291 122 神奈川大学 7 柳沢 慶介 ヤナギサワ ケイスケ 東京学館浦安高 千葉県 1

292 122 神奈川大学 8 宮島 智輝 ミヤジマ トモキ 埼玉栄高校 埼玉県 2

293 122 神奈川大学 9 鈴木 優斗 スズキ ユウト 日大三島高 静岡県 1

294 122 神奈川大学 10 勝又 優哉 カツマタ ユウヤ 浜松修学舎高 静岡県 1

295 122 神奈川大学 11 箱山 楓 ハコヤマ カエデ 上田西高 長野県 3

296 122 神奈川大学 12 小林 奏太 コバヤシ ソウタ 千葉経済大学附属高校 千葉県 2

297 122 神奈川大学 13 横濱 宗成 ヨコハマ シュウセイ 青森東高 青森県 3

298 122 神奈川大学 14 栗原 慎介 クリハラ シンスケ 袖ケ浦高 千葉県 1

299 122 神奈川大学 15 西村 光流 ニシムラ ヒカル 滝川第二高 兵庫県 1

300 122 神奈川大学 16 日下田 丈 ヒゲタ ジョウ 東京学館浦安高 千葉県 1

301 122 神奈川大学 17 座間 大遥 ザマ タイヨウ 横浜商業高校 神奈川県 2

302 122 神奈川大学 18 桑野 晃 クワノ アキラ 桐蔭学園高 神奈川県 3

303 122 神奈川大学 19 石井 皓翔 イシイ ヒロト 東京学館浦安高 千葉県 4

304 122 神奈川大学 20 飯澤 史都 イイザワ フミト 秋田商業 秋田県 1

305 122 神奈川大学 21 関根 颯大 セキネ フウマ 袖ケ浦高 千葉県 1

306 122 神奈川大学 22 相原 春佑 アイハラ シュンスケ 八王子学園八王子高校 東京都 1

307 122 神奈川大学 23 荒井 勇喜 アライ ユウキ 津久井浜高校 神奈川県 1

308 122 神奈川大学 24 増山 雄太 マスヤマ ユウタ 鎌倉学園高校 神奈川県 1

309 124 立教大学 1 水藤 光希 スイトウ コウキ 東海大菅生高校 東京都 1

310 124 立教大学 2 岡本 夢叶 オカモト ユウト 希望が丘高校 福岡県 1

311 124 立教大学 3 椎木 祐太朗 シイギ ユウタロウ 埼玉県立蕨高校 埼玉県 3

312 124 立教大学 4 時田 直哉 トキタ ナオヤ 東海大菅生高校 東京都 1



313 124 立教大学 5 諸田 陽 モロタ アキラ 東海大菅生高 東京都 4

314 124 立教大学 6 山﨑 庸 ヤマザキ ヨウ 成東高校 千葉県 2

315 124 立教大学 7 山下 颯之 ヤマシタ ソウシ 近畿大学附属広島高等学校福山校 広島県 2

316 124 立教大学 8 三宅 大暉 ミヤケ ダイキ 海星高校 三重県 2

317 124 立教大学 9 篠崎 遼太 シノザキ リョウタ 千葉県立千葉高校 千葉県 3

318 124 立教大学 10 安田 圭佑 ヤスダ ケイスケ 星野高 埼玉県 4

319 125 帝京大学 1 横尾 泰智 ヨコオ タイチ 東京成徳大学高校 東京都 4

320 125 帝京大学 2 尾崎 響生 オザキ ヒビキ 新潟産業大学附属高校 新潟県 2

321 125 帝京大学 3 野口 冴輔 ノグチ サスケ 明秀学園日立高校 茨城県 2

322 125 帝京大学 4 石井 大貴 イシイ ダイキ 湘南工科大学付属高校 神奈川県 2

323 125 帝京大学 5 熊本 英也 クマモト ヒデヤ 千葉商科大学附属高校 東京都 3

324 125 帝京大学 6 齋藤 宏成 サイトウ コウセイ 市原中央高校 千葉県 4

325 125 帝京大学 7 蟻坂 亮 アリサカ リョウ 大田桜台高校 東京都 4

326 125 帝京大学 8 平井 直哉 ヒライ ナオヤ 東京成徳大学高校 東京都 4

327 125 帝京大学 9 川久保 匠 カワクボ タクミ 府中西高校 東京都 2

328 125 帝京大学 10 勝俣 晃一 カツマタ コウイチ 相洋高校 神奈川県 4

329 125 帝京大学 11 鈴木 遼河 スズキ リョウガ 八王子実践高等学校 東京都 3

330 125 帝京大学 12 木原 夢斗 キハラ ユウト 大田桜台高校 東京都 2

331 125 帝京大学 13 笈川 裕稀 オイカワ ユウキ 神奈川県立舞岡高校 神奈川県 3

332 125 帝京大学 14 渡邉 晃也 ワタナベ コウヤ 聖徳学園 東京都 4

333 125 帝京大学 15 福山 然生 フクヤマ ゼンキ 埼玉栄高校 埼玉県 1

334 125 帝京大学 16 丸山 大希 マルヤマ ダイキ 松商学園高校 長野県 1

335 125 帝京大学 17 本橋 頼人 モトハシ ライト 三浦学苑高校 神奈川県 1

336 125 帝京大学 18 吉田 拓己 ヨシダ タクミ 朝霞西高校 埼玉県 1

337 125 帝京大学 19 工藤 柊太 クドウ シュウタ 大宮開成高校 埼玉県 1

338 126 東京大学 1 片山 湧斗 カタヤマ ユウト 大分上野丘高 大分県 4

339 126 東京大学 2 大谷 一聡 オオタニ カズサ 東大寺学園高校 奈良県 4

340 126 東京大学 3 影山 友史 カゲヤマ トモフミ 宇都宮高校 栃木県 3

341 126 東京大学 4 根木 悠貴 ネギ ユウキ 私立錦城高校 東京都 2

342 126 東京大学 5 土屋 皓平 ツチヤ コウヘイ 桐朋高校 東京都 3

343 126 東京大学 6 高橋 幹太 タカハシ カンタ 私立市川高校 千葉県 2

344 126 東京大学 7 大久保 諒一 オオクボ リョウイチ 県立土浦第一高校 茨城県 3

345 126 東京大学 8 小松 健太郎 コマツ ケンタロウ 県立船橋高校 千葉県 3

346 126 東京大学 9 上條 鷹大 カミジョウ タカヒロ 都立日比谷高校 東京都 3

347 126 東京大学 10 原口 朝弥 ハラグチ トモヤ 県立熊本高校 熊本県 3

348 126 東京大学 11 前川 佐翔志 マエカワ サトシ 府立北野高校 大阪府 3

349 126 東京大学 12 大槻 怜央 オオツキ レオ 県立磐城高校 福島県 3

350 126 東京大学 13 田中 哲生 タナカ テツオ 開成高校 東京都 3

351 126 東京大学 14 濱野 峻羽 ハマノ シュンワ 県立倉敷青陵高校 岡山県 2

352 126 東京大学 15 比谷 陽 ヒダニ ヨウ 駒場東邦高校 東京都 3

353 126 東京大学 16 奥 尚隆 オク ナオタカ 私立青雲高校 長崎県 2

354 126 東京大学 17 金井 光希 カナイ ミツキ 島原高 長崎県 4

355 126 東京大学 18 二見 純平 フタミ ジュンペイ 早稲田高 東京都 4

356 126 東京大学 19 橘 毅 タチバナ ツヨシ 駒場東邦高校 東京都 4

357 126 東京大学 20 木村 稜 キムラ リョウ 麻布高 東京都 4

358 127 一橋大学 1 山口 陽大 ヤマグチ アキヒロ 土浦第一高 茨城県 2



359 127 一橋大学 2 阿部 凌太郎 アベ リョウタロウ 国分寺高 東京都 2

360 127 一橋大学 3 久留島 悠介 クルシマ ユウスケ 開成高校 東京都 2

361 127 一橋大学 4 福田 寛人 フクダ ヒロト 開成高 東京都 2

362 127 一橋大学 5 小出 友也 コイデ ユウヤ サレジオ学院高校 神奈川県 3

363 128 東京工業大学 1 加藤 史也 カトウ フミヤ 桐生高校 群馬県 2

364 128 東京工業大学 2 山本 峻吾 ヤマモト シュンゴ 湘南高校 神奈川県 2

365 128 東京工業大学 3 前田 昂星 マエダ コウセイ 川和高校 神奈川県 2

366 128 東京工業大学 4 井原 怜也 イハラ レイヤ 茨木高 大阪府 3

367 128 東京工業大学 5 加賀 大暉 カガ タイキ 須磨学園高校 兵庫県 3

368 128 東京工業大学 6 佐藤 陽基 サトウ ヨウキ 攻玉社高校 東京都 2

369 128 東京工業大学 7 粟野 興紀 アワノ コウキ 沼津高専 静岡県 4

370 128 東京工業大学 8 小野寺 創太 オノデラ ソウタ 開成高校 東京都 1

371 128 東京工業大学 9 柴田 雄斗 シバタ ユウト 国立高校 東京都 2

372 128 東京工業大学 10 中村 晃太郎 ナカムラ コウタロウ 日比谷高 東京都 3

373 128 東京工業大学 11 松尾 龍志 マツオ リュウジ 東福岡高 福岡県 3

374 128 東京工業大学 12 奥口 開斗 オクグチ カイト 開成高校 東京都 2

375 128 東京工業大学 13 大石 康生 オオイシ コウセイ 帝京大学高校 東京都 2

376 128 東京工業大学 14 清水 小太郎 シミズ コタロウ 八王子東高校 東京都 2

377 128 東京工業大学 15 上野 拓海 ウエノ タクミ 神奈川県立鎌倉高校 神奈川県 2

378 128 東京工業大学 16 重松 晃 シゲマツ アキラ 清真学園高等学校 茨城県 2

379 128 東京工業大学 17 太田 英岐 オオタ エイキ 東葛飾高校 千葉県 2

380 128 東京工業大学 18 沈 成 シン セイ 呉江中学 外国 2

381 128 東京工業大学 19 山中 優樹 ヤマナカ ユウキ 都立西高校 東京都 2

382 131 青山学院大学 1 黒澤 篤史 クロサワ アツシ 東邦大東邦高校 千葉県 2

383 131 青山学院大学 2 高野 奏也 タカノ カナヤ 青稜高校 東京都 2

384 131 青山学院大学 3 石田 竜輝 イシダ リュウキ 都立三田高校 東京都 1

385 131 青山学院大学 4 伊藤 圭吾 イトウ ケイゴ 大和高校 神奈川県 1

386 131 青山学院大学 5 小林 達弘 コバヤシ タツヒロ 都立三田高校 東京都 1

387 131 青山学院大学 6 高橋 琉斗 タカハシ リュウト 小田原高校 神奈川県 1

388 133 立正大学 1 横瀨 渡 ヨコセ ワタル 富田高等学校 岐阜県 1

389 133 立正大学 2 後藤 佑太 ゴトウ ユウタ 所沢西高 埼玉県 3

390 133 立正大学 3 清水 勇輝 シミズ ユウキ 千葉経済大学附属高 千葉県 3

391 133 立正大学 4 宮本 龍希 ミヤモト タツキ 常総学院高等学校 茨城県 2

392 133 立正大学 5 植草 俊輔 ウエクサ シュンスケ 千葉経済大学付属高等学校 千葉県 1

393 134 関東学院大学 1 武石 速斗 タケイシ ハヤト 鹿児島商業高校 鹿児島県 3

394 134 関東学院大学 2 松田 朋也 マツダ トモヤ 関東学院高等学校 神奈川県 3

395 134 関東学院大学 3 橋本 佳大 ハシモト ケイタ 青森工業高校 青森県 3

396 134 関東学院大学 4 五十嵐 寛 イガラシ ユタカ 会津ザベリオ学園高校 福島県 3

397 134 関東学院大学 5 川本 響生 カワモト ヒビキ 尽誠学園高校 香川県 3

398 134 関東学院大学 6 佐々木 郁真 ササキ イクマ 杉並高校 東京都 3

399 134 関東学院大学 7 山田 優太 ヤマダ ユウタ 管高等学校 神奈川県 3

400 135 東京電機大学 1 香取 辰実 カトリ タツミ 浦和南高校 埼玉県 2

401 135 東京電機大学 2 太田 光乃佑 オオタ コウノスケ 上田東高校 長野県 2

402 135 東京電機大学 3 江藤 輝 エトウ アキラ 袖ヶ浦高校 千葉県 2

403 135 東京電機大学 4 前田 祐生 マエダ ユウアイ 甲府工業高校 山梨県 2

404 135 東京電機大学 5 照林 佑介 テルバヤシ ユウスケ 大宮北高校 埼玉県 4



405 135 東京電機大学 6 水出 岳斗 ミズイデ ガクト 渋川高等学校 群馬県 3

406 135 東京電機大学 7 小林 真也 コバヤシ マサヤ 大宮北高校 埼玉県 3

407 135 東京電機大学 8 樋口 航生 ヒグチ コウセイ 三田高校 東京都 4

408 136 武蔵大学 1 熊谷 悟 クマガイ サトル 川越東高校 東京都 3

409 136 武蔵大学 2 鈴木 尊也 スズキ タカヤ 浦和南 埼玉県 2

410 136 武蔵大学 3 長谷川 俊太 ハセガワ シュンタ 前橋商業 群馬県 2

411 136 武蔵大学 4 石立 祐生 イシダテ ユウキ 川越東高校 東京都 3

412 136 武蔵大学 5 小川 涼介 オガワ リョウスケ 安田学園 東京都 2

413 136 武蔵大学 6 中村 響 ナカムラ ヒビキ 浦和南高校 東京都 3

414 136 武蔵大学 7 金井 公亮 カナイ コウスケ 甲府市立甲府商業高等学校 山梨県 3

415 136 武蔵大学 8 小河原 敦弥 オガワラ アツヤ 松本県ヶ丘高校 長野県 2

416 136 武蔵大学 9 石野 瑛 イシノ アキラ さいたま市立浦和南高等学校 埼玉県 1

417 136 武蔵大学 10 神谷 瑠玖 カミヤ ルウク 群馬県立前橋商業高等学校 群馬県 1

418 137 茨城大学 1 飯泉 翼 イイズミ ツバサ 下館第一高等学校 茨城県 2

419 137 茨城大学 2 鈴木 大和 スズキ ヤマト 茨城県立太田第一高等学校 茨城県 1

420 137 茨城大学 3 古谷 元規 フルヤ ゲンキ 安田学園高等学校 東京都 1

421 137 茨城大学 4 吉田 和樹 ヨシダ カズキ 土浦第二高 茨城県 3

422 137 茨城大学 5 飯野 有紀 イイノ ユウキ 館林高校 群馬県 2

423 137 茨城大学 6 大内 元樹 オオウチ ゲンキ 日立第一高等学校 茨城県 2

424 137 茨城大学 7 鮎澤 晋之介 アユザワ シンノスケ 龍ヶ崎第一高等学校 茨城県 2

425 137 茨城大学 8 渡 龍大 ワタリ リュウダイ 白鴎高等学校 東京都 2

426 137 茨城大学 9 山際 明楽 ヤマギワ アキラ 国府高 愛知県 3

427 137 茨城大学 10 桾木 誠人 クノギ マコト 千葉商科大学付属高校 千葉県 2

428 139 東京農業大学 1 穴田 祐基 アナダ ユウキ 都立小川高校 東京都 4

429 139 東京農業大学 2 新舟 裕太 アラフネ ユウタ 秩父高校 埼玉県 4

430 139 東京農業大学 3 三上 龍太郎 ミカミ リュウタロウ 成城高等学校 東京都 4

431 139 東京農業大学 4 岡 太陽 オカ タイヨウ 実践学園高等学校 東京都 3

432 139 東京農業大学 5 冠木 健太郎 カブキ ケンタロウ 幕張総合高校 千葉県 3

433 139 東京農業大学 6 西嶋 海 ニシジマ カイ 幕張総合高校 千葉県 3

434 139 東京農業大学 7 齋藤 翔太 サイトウ ショウタ 横浜創英高校 神奈川県 3

435 139 東京農業大学 8 麻田 拓海 アサダ タクミ 所沢北高校 埼玉県 3

436 139 東京農業大学 9 高橋 元視 タカハシ モトミ 都立科学技術高校 東京都 3

437 139 東京農業大学 10 杉山 遼河 スギヤマ リョウガ 武蔵野北高校 東京都 3

438 139 東京農業大学 11 杉山 和志 スギヤマ カズシ 清水国際高校 静岡県 2

439 139 東京農業大学 12 渡辺 佑紀 ワタナベ ユウキ 所沢中央高校 埼玉県 2

440 139 東京農業大学 13 藤原 知輝 フジワラ トモキ 芝浦工業大学柏高等学校 千葉県 2

441 139 東京農業大学 14 豊田 海吏 トヨダ カイリ 目黒学院高校 東京都 2

442 139 東京農業大学 15 遠藤 惠秋実 エンドウ ケイジ 桐光学園高校 神奈川県 2

443 139 東京農業大学 16 中沢 幸紀 ナカザワ コウキ 水戸農業高校 茨城県 2

444 140 芝浦工業大学 1 八巻 太胡 ヤマキ ダイゴ 実践学園高等学校 東京都 3

445 140 芝浦工業大学 2 須藤 涼介 スドウ リョウスケ 芝浦工業大学付属高校 東京都 2

446 140 芝浦工業大学 3 伊藤 晴康 イトウ ハルヤス 國學院久我山高等学校 東京都 2

447 140 芝浦工業大学 4 須藤 祐生 スドウ ユウキ 日本大学藤沢高校 東京都 2

448 140 芝浦工業大学 5 山﨑 一智 ヤマザキ カズトモ 都立立井草高等学校 東京都 2

449 140 芝浦工業大学 6 須賀 陽久 スガ アキヒサ 世田谷学園 東京都 2

450 141 千葉大学 1 島本 晴 シマモト ハレ 愛媛県立宇和島東高等学校 愛媛県 2



451 141 千葉大学 2 成瀬 健 ナルセ ケン 桐朋高等学校 東京都 3

452 141 千葉大学 3 鈴木 大雅 スズキ タイガ 福島県立安積高等学校 福島県 2

453 141 千葉大学 4 川並 大晟 カワナミ タイセイ 専修大学松戸高等学校 千葉県 3

454 141 千葉大学 5 中澤 駿太 ナカザワ シュンタ 新潟県立長岡高等学校 新潟県 2

455 141 千葉大学 6 溝渕 隼也 ミゾブチ シュンヤ 千葉県立東葛飾高等学校 千葉県 3

456 141 千葉大学 7 池田 翔慧 イケダ ショウエイ 千葉県立木更津高等学校 千葉県 3

457 141 千葉大学 8 伊藤 信之介 イトウ シンノスケ 千葉県立船橋高等学校 千葉県 2

458 141 千葉大学 9 嘉藤 祐作 カトウ ユウサク 八千代松陰高等学校 千葉県 3

459 141 千葉大学 10 吉田 知史 ヨシダ トモフミ 東京都立新宿山吹高等学校 東京都 3

460 141 千葉大学 11 石川 知弥 イシカワ トモヤ 北海道釧路湖陵高等学校 北海道 3

461 141 千葉大学 12 福井 涼太 フクイ リョウタ 神奈川県立川和高校 神奈川県 3

462 142 成城大学 1 佐藤 駿太郎 サトウ シュンタロウ 川崎市立橘高等学校 神奈川県 1

463 142 成城大学 2 加藤 春駿 カトウ ハルトシ 川崎市立橘高校 神奈川県 2

464 142 成城大学 3 宮川 裕人 ミヤカワ ヒロト 流通経済大学附属柏高等学校 千葉県 3

465 143 横浜国立大学 1 高橋 叶多 タカハシ カナタ 諏訪二葉高等学校 長野県 2

466 143 横浜国立大学 2 坂田 優貴 サカタ ユウキ 群馬県立太田高等学校 群馬県 2

467 143 横浜国立大学 3 大河原 知也 オオカワラ トモヤ 桐蔭学園高等学校 神奈川県 3

468 143 横浜国立大学 4 鈴木 拓弥 スズキ タクミ 神奈川県立希望ケ丘高等学校 神奈川県 2

469 143 横浜国立大学 5 中村 竜晟 ナカムラ リュウセイ 和歌山県立桐蔭高等学校 和歌山県 3

470 143 横浜国立大学 6 長野 太郎 ナガノ タロウ 群馬県立太田高校 群馬県 4

471 143 横浜国立大学 7 田口 純平 タグチ ジュンペイ 東京都市大学付属高等学校 東京都 2

472 143 横浜国立大学 8 横沢 智 ヨコザワ トモ 山手学院高等学校 神奈川県 3

473 143 横浜国立大学 9 平田 祐樹 ヒラタ ユウキ 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校 神奈川県 3

474 143 横浜国立大学 10 立川 富大 タチカワ フウタ 神奈川県立平塚江南高等学校 神奈川県 1

475 143 横浜国立大学 11 伊藤 康平 イトウ コウヘイ 静岡県立沼津東高校 静岡県 1

476 143 横浜国立大学 12 栗林 翼 クリバヤシ ツバサ 桐蔭学園高等学校 神奈川県 1

477 145 高崎経済大学 1 黒金 創一朗 クロガネ ソウイチロウ 米沢興譲館高校 山形県 2

478 145 高崎経済大学 2 高橋 和 タカハシ ヤマト 橘高校 福島県 2

479 145 高崎経済大学 3 佐藤 雄太 サトウ ユウタ 竜ケ崎第一高校 茨城県 4

480 146 流通経済大学 1 西川 俊介 ニシカワ シュンスケ 埼玉平成高校 埼玉県 2

481 146 流通経済大学 2 新井 翔太 アライ ショウタ 松尾高校 東京都 2

482 146 流通経済大学 3 田村 歩夢 タムラ アユム 藤代紫水高 茨城県 2

483 147 成蹊大学 1 江戸 和祈 エド カズキ 幕張総合高校 千葉県 3

484 148 明星大学 1 矢吹 晋吾 ヤブキ シンゴ 芦花高校 東京都 3

485 148 明星大学 2 三浦 麻乃結 ミウラ マノム 厚木商業高校 神奈川県 2

486 148 明星大学 3 山川 雅裕 ヤマカワ マサヒロ 秋留台高校 東京都 3

487 148 明星大学 4 高橋 大輔 タカハシ ダイスケ 日本工業大学駒場高校 東京都 3

488 148 明星大学 5 土持 武史 ツチモチ タケシ 砂川高校 東京都 3

489 156 山梨学院大学 1 目代 虎太朗 モクダイ コタロウ 只見高 福島県 3

490 156 山梨学院大学 2 山口 桜生 ヤマグチ オウキ 富士北稜高校 山梨県 2

491 156 山梨学院大学 3 星野 恭亮 ホシノ キョウスケ 新潟県立小出高等学校 新潟県 1

492 157 横浜市立大学 1 佐藤 博彦 サトウ ヒロヒコ 磐田南高 静岡県 3

493 157 横浜市立大学 2 磯田 匡尊 イソダ マサタカ 攻玉社高 東京都 5

494 157 横浜市立大学 3 芳﨑 雅人 ヨシザキ マサト 横須賀高 神奈川県 3

495 157 横浜市立大学 4 柏倉 悠哉 カシワグラ ユウヤ 市立金沢高 神奈川県 3

496 157 横浜市立大学 5 上杉 悠太 ウエスギ ユウタ 真和高 熊本県 3



497 157 横浜市立大学 6 阿部 琢百 アベ アヤト 神奈川県立大和高校 神奈川県 2

498 157 横浜市立大学 7 査 言 サ ゲン 安慶市外国語学校 外国 3

499 158 明治学院大学 1 伏見 拓也 フシミ タクヤ 浜松商業高校 静岡県 2

500 158 明治学院大学 2 堀内 一平 ホリウチ イッペイ 鶴見高校 神奈川県 4

501 158 明治学院大学 3 澤田 尚希 サワダ ナオキ 横浜栄高校 神奈川県 4

502 158 明治学院大学 4 高橋 亮斗 タカハシ アキト 横浜高校 神奈川県 1

503 158 明治学院大学 5 磯部 拓海 イソベ タクミ 日本航空高等学校 山梨県 2

504 158 明治学院大学 6 梅原 宗祐 ウメハラ ソウスケ 平塚江南高校 神奈川県 2

505 158 明治学院大学 7 寺田 健人 テラダ ケント 淑徳巣鴨高校 東京都 2

506 158 明治学院大学 8 眞野 洋舟 マノ ヨウシュウ 成蹊高校 東京都 2

507 158 明治学院大学 9 佐藤 匠 サトウ タクミ 七里ガ浜高校 神奈川県 2

508 159 東京都立大学 1 名尾 聡一郎 ナオ ソウイチロウ 淑徳巣鴨高等学校 東京都 3

509 159 東京都立大学 2 山本 倖大 ヤマモト コウダイ 武蔵野北高校 東京都 3

510 159 東京都立大学 3 太田 駿亮 オオタ シュンスケ 桐光学園高等学校 神奈川県 2

511 159 東京都立大学 4 三橋 史 ミツハシ フミ 神奈川県立厚木高校 神奈川県 3

512 159 東京都立大学 5 阿部 俊介 アベ シュンスケ 逗子開成高校 神奈川県 3

513 159 東京都立大学 6 三松 和紀 ミマツ カズキ 港北高校 神奈川県 3

514 159 東京都立大学 7 藤原 建太 フジハラ ケンタ 甲府南高校 山梨県 3

515 159 東京都立大学 8 金子 尚揮 カネコ ナオキ 東京都立新宿高校 東京都 2

516 159 東京都立大学 9 市川 亮 イチカワ リョウ 栄光学園高等学校 神奈川県 2

517 159 東京都立大学 10 山下 竜弥 ヤマシタ タツヤ 穎明館高校 東京都 4

518 159 東京都立大学 11 中井 喬介 ナカイ キョウスケ 甲府南高校 山梨県 4

519 159 東京都立大学 12 原田 響 ハラダ ヒビキ 野沢北高校 長野県 4

520 160 東京工科大学 1 小林 唯斗 コバヤシ ユイト 八王子実践中学高等学校 東京都 4

521 160 東京工科大学 2 宮地 笑平 ミヤジ ショウヘイ 片倉高等学校 東京都 2

522 162 東京海洋大学 1 袴田 健 ハカマタ ケン 安田学園高等学校 東京都 3

523 162 東京海洋大学 2 伊與田 吹雪 イヨタ フブキ さいたま市立浦和南高等学校 埼玉県 2

524 162 東京海洋大学 3 天野 翔 アマノ カケル 群馬県立前橋高等学校 群馬県 2

525 162 東京海洋大学 4 田川 康 タガワ コウ 横須賀高校 神奈川県 3

526 163 山梨大学 1 堀内 琉斗 ホリウチ リュウト 富士河口湖高校 山梨県 2

527 163 山梨大学 2 石垣 聡一郎 イシガキ ソウイチロウ 東京都立城東高校 東京都 2

528 163 山梨大学 3 今城 和紀 イマナリ カズキ 群馬県立前橋高校 群馬県 2

529 163 山梨大学 4 島崎 大希 シマザキ ダイキ 静岡県立富士東高等学校 静岡県 2

530 164 創価大学 1 山口 創 ヤマグチ ツクル 南丹高校 京都府 4

531 164 創価大学 2 尾崎 孝太郎 オザキ コウタロウ 関西創価高校 奈良県 4

532 164 創価大学 3 小川 勇希 オガワ ユウキ 稲毛高校 千葉県 4

533 164 創価大学 4 岩渕 聖 イワブチ ショウ 聖和学園 東京都 2

534 164 創価大学 5 戸崎 良明 トザキ ヨシアキ 創価高 東京都 4

535 164 創価大学 6 佐藤 和也 サトウ カズヤ 福島県立福島東高等学校 東京都 2

536 164 創価大学 7 松本 浩明 マツモト ヒロアキ 中央高等学院 東京都 4

537 164 創価大学 8 石川 聖大郎 イシカワ ショウタロウ 豊南高校 東京都 4

538 166 東京都市大学 1 田代 悠人 タシロ ユウト 作新学園高校 栃木県 2

539 166 東京都市大学 2 梶原 颯太 カジワラ ソウタ 横浜栄高校 神奈川県 4

540 166 東京都市大学 3 田邊 拓人 タナベ タクト 日本航空高校 山梨県 2

541 166 東京都市大学 4 関根 広大 セキネ コウダイ 仙台育英学園高校 宮城県 2

542 166 東京都市大学 5 豊澤 宗真 トヨサワ ソウマ 多摩高校 神奈川県 2



543 166 東京都市大学 6 小野塚 律平 オノヅカ リッペイ 荘田高校 神奈川県 1

544 169 東京農工大学 1 和田 英樹 ワダ ヒデキ 米子東高 鳥取県 3

545 169 東京農工大学 2 中井 慧 ナカイ サトル 豊中高 大阪府 3

546 169 東京農工大学 3 黒羽 隆誠 クロハ リュウセイ 新宿高 東京都 3

547 169 東京農工大学 4 天野 湧登 アマノ ユウト 東京都立武蔵野北高等学校 東京都 2

548 169 東京農工大学 5 坪井 拓人 ツボイ タクト 東京都立武蔵野高等学校 東京都 2

549 169 東京農工大学 6 渡邉 洋平 ワタナベ ヨウヘイ 水戸第一高校 茨城県 2

550 169 東京農工大学 7 髙野 進之介 タカノ シンノスケ 頴明館 東京都 2

551 171 工学院大学 1 郷 貴裕 ゴウ タカヒロ 実践学園高 東京都 3

552 171 工学院大学 2 藤代 裕貴 フジシロ ユウキ 県立匝瑳高 千葉県 3

553 171 工学院大学 3 平原 広大 ヒラハラ コウダイ 港北高等学校 神奈川県 2

554 171 工学院大学 4 竹内 克己 タケウチ カツミ 橘高等学校 神奈川県 2

555 173 順天堂大学 1 宮内 結有 ミヤウチ ユウリ 桐蔭学園高等学校 東京都 1

556 173 順天堂大学 2 吉村 響 ヨシムラ ヒビキ れいめい高等学校 鹿児島県 1

557 173 順天堂大学 3 山野井 洸太 ヤマノイ コウタ 静岡県北高等学校 静岡県 1

558 173 順天堂大学 4 本間 隼人 ホンマ ハヤト 東京都立江戸川高等学校 東京都 4

559 173 順天堂大学 5 橘川 広太郎 キツカワ コウタロウ 淑徳巣鴨高校 東京都 3

560 173 順天堂大学 6 高野 東弥 タカノ トウヤ 東京都立上水高等学校 東京都 2

561 173 順天堂大学 7 小柴 志竜 コシバ シリュウ 東京成徳大学高校 東京都 1

562 173 順天堂大学 8 早矢仕 智弥 ハヤシ トモヤ 都立三田高校 東京都 1

563 173 順天堂大学 9 穴澤 伯斗 アナザワ ハクト さいたま市立浦和南高校 埼玉県 1


