
男子選手権

海道　泰喜 (順天堂大学)尾潟　祐亮 (順天堂大学)

中尾　光太 (学習院大学)

笹倉　勇治 (明治大学) 鳥羽　和樹 (日本体育大学)

吉田　将馬 (北海学園大学)

丸山　良太 (日本体育大学)

菅原　陸 (北海学園大学) 乙田　希 (福岡大学)

小野田　啓司 (東北大学)

(立命館大学)

石川　望実 (早稲田大学) 酒井　源志 (大阪大学)

三崎　裕太 (早稲田大学) 松岡　哲平

(明治大学)

神垣　圭吾 (明治大学) 遠藤　大樹 (東北大学)

五百住　守 (順天堂大学) 小野寺　拳

大西　暖 (学習院大学)

吉田　貴博 (大阪市立大学) 富谷　淨信 (立命館大学)

植木　崇 (東海大学)

金丸　陽広 (順天堂大学)

水上　敏行 (東海大学) 大久保　佳晃 (早稲田大学)

佐々木　雅 (福岡大学)

栗山　淳喜 (北海道大学)

乙部　航平 (中京大学) 上條　嵩英 (東北大学)

藪中　克未 (北海学園大学)

室野　圭亮 (北海学園大学)

村松　賢悟 (慶應義塾大学) 小森　健太郎 (早稲田大学)

横手　倫也 (立命館大学)

(早稲田大学)

三原　秀斗 (福岡大学) 大黒　蓮 (福岡大学)

井手　大夢 (早稲田大学) 櫻井　裕太

(福岡大学)

小島　剛志 (広島修道大学) 滝田　晃嗣 (日本体育大学)

辻　貴大 (福岡大学) 高江　勇佑

(日本大学)

山口　晃平 (明治大学) 阿部　頼瑠 (北海学園大学)

村尾　裕義 (青山学院大学) 蛯谷　公一

(慶應義塾大学)

松本　航太 (順天堂大学) 加藤　翔貴 (立命館大学）

仲田　大輝 (日本体育大学) 曽根　直樹

(立命館大学)

山口　和輝 (早稲田大学) 濱野　皓一郎 (慶應義塾大学)

八木　翔平 (北海学園大学) 俣野　優斗

(大阪市立大学)

窪田　翔太郎 (福岡大学) 柏木　達 (慶應義塾大学)

吉井　直毅 (東北大学) 乾　修也

佐藤　耕造 (東北大学)

金澤　駿 (慶応義塾大学) 森　和史 (千葉工業大学)

渡邉　壱成 (北海学園大学)

今野　寿彦 (学習院大学)

柏倉　淳 (北海道大学) 田尻　匡 (大阪市立大学)

山口　大志 (福岡大学)

金内　貴文 (東北大学)

日比　雅也 (北海学園大学) 春日　優介 (北海道大学)

渡辺　大梧 (東北大学)

朝倉　大貴 (学習院大学)

村山　知嶺 (早稲田大学) 柏木　理史 (早稲田大学)

砂本　風賀 (広島修道大学)

今田　至洋 (立命館大学)

副松　穣太 (早稲田大学) 山城　太佑 (東京農業大学)

牛尾　夏輝 (東海大学)

高嶋　亮太 (東海大学)

椛島　良太 (福岡大学) 小田　直矢 (大阪市立大学)

末友　浩基 (大阪市立大学)

大熊　祐大 (日本体育大学)

佐藤　滉斗 （旭川教育大学） 小坂　将也 (順天堂大学)

得田　祐介 (立命館大学)

牧野　心平 (北海道大学)

高須　敦也 (中京大学) 神野　峻祐 (大阪市立大学)

橋口　博行 (福岡大学)

味吞　拓海 (明治大学)

今町　友 (日本体育大学) 浦　弘樹 (北海学園大学)

塙　和輝 (東京農業大学)

机　龍之介 (順天堂大学) 大段　凛太郎 (東海大学)



女子選手権

酒井　真美 (順天堂大学) 今井　佑歌 (明治大学）

孝口　里侑 (北海道大学) 島本　千夏 (広島修道大学)

岡野　由佳 (日本体育大学) 鎌野　真穂 (早稲田大学)

岸本　香奈恵 (福岡大学) 半田　晴怜菜 (福岡大学)

藏崎　朱音 (広島修道大学) 中村　芽生 (日本女子体育大学)

岸田　藍 (順天堂大学) 定留　育実 (東京農業大学)

今野　真希 (天使大学) 磯部　花奈 (青山学院大学)

篠原　和 (福岡大学) 佐子川　さやか (東北大学)

井元　愛 (神戸女学院大学) 関口　綾菜 (北海学園大学)

池田　みず穂 (藤女子大学) 田中　未波 (日本大学)

笹木　鈴香 (北海学園大学) 山本　しず音 (早稲田大学)

柳瀬　真菜 (日本大学) 小塚　史穂 (日本体育大学)

岩田　みろく (関西学院大学) 降幡　あかり (立命館大学)

郷原　香織 (日本大学) 小川　春香 (順天堂大学)

我妻　友里香 (日本体育大学) 大田　早織 (東海大学)

早坂　優花 (日本女子体育大学) 遠藤　咲季 (日本大学)

齋藤　涼音 (立教大学) 河野　みすず (学習院大学)

井川　瑶子 (立命館大学) 河合　榛名 (立命館大学)

隈元　香子 (早稲田大学) 佐久間　一華 (東海大学)

五十嵐　千紗 (北海商科大学) 井上　葵 (関西学院大学)

和賀　洸 (武蔵女子短期大学) 西本　涼香 (福岡大学)

吉川　朋花 (青山学院大学) 森永　千尋 (学習院大学)

中野　蘭 (広島修道大学) 堀部　彩晴 (立命館大学)

佐藤　菜月 (学習院大学) 呉　知珉 (学習院大学)

野副　ひかり (日本体育大学) 郡司　栞那 (安田女子大学)

坪川　苑加 (大阪市立大学) 柄澤　亜妃 (日本女子大学)

金　炯珠 (明治大学) 松永　青葉 (順天堂大学)

竹内　優 (立命館大学) 玉川　陽子 (順天堂大学)

及川　悠衣 (東北医科薬科大学) 西條　美裕紀 (東京家政大学)

村田　沙耶 (大阪市立大学) 松本　絢音 (広島修道大学)

杉原　南空 (日本女子体育大学) 塩谷　真実 (早稲田大学)

及川　もも子 (宮城学院女子大学) 塩ノ谷　優香 (学習院大学)

後藤　未沙 (武蔵女子短期大学) 樺島　杏実 (福岡大学)

溝尾　佳穂子 (学習院大学) 市川　実り (日本体育大学)

岩渕　芽生 (宮城学院女子大学) 脇　はる菜 (武蔵女子短期大学)

武井　澪奈 (日本体育大学) 鈴木　もも (日本女子体育大学)

宮本　茜 (日本体育大学) 秋元　沙織 (順天堂大学)

池田　茉祐子 (福岡大学) 林　照瑠美 (福岡大学)

江崎　郁佳 (福岡大学) 澤　起奈子 (順天堂大学)

日原　冬華 (日本体育大学) 西田　未来 (日本体育大学)

小林　実代 (順天堂大学) 古川　夏海 (北海道大学)

大高　南帆 (龍谷大学) 石崎　由衣 (福岡大学)

近東　佳奈 (関西学院大学) 杉村　真唯 (旭川教育大学)

高屋　美月 (日本女子体育大学) 中平　百香 (慶応義塾大学)

中村　萌厘 (学習院大学) 高木　みなみ (学習院大学)

今村　由郁 (明治大学) 服部　陽子 (神戸女学院大学)
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