
学生エントリー一覧（所属別)

氏　　名 出身高校名 都道府県 氏　　名

法政大          
18 26人数 種目

出身高校名 都道府県

東京都記録の判定に必要ですので出身高校名・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48002

男  子

市丸　貴之

木下　大輔     

後藤　和真     

齊藤　　凌     

常深　皓貴     

津村　航平     

戸野本陽友     

馬場　航平     

林　　寛人     

林　　孝晟     

平沼　晃多     

廣川　剛己     

森本　祥之     

女  子

河田　華佳     

熊谷　笑里     

白井早弥香     

長濱　瑠花     

湯尻　和佳     



学生エントリー一覧（所属別)

氏　　名 出身高校名 都道府県 氏　　名

中央大          
17 31人数 種目

出身高校名 都道府県

東京都記録の判定に必要ですので出身高校名・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48003

男  子

新谷　一総     

居相　良介     

鵜池　海大     

岡本　卓也     

荻野　　剛     

金子　直樹     

兼子雄太郎     

熊谷　和哉     

小松代和磨

坂井孝士郎     

砂間　敬太     

髙橋　一貴     

塚田　大輝     

藤原　諒大     

宮田　嵐帆     

龍　　宏樹     

女  子

大本　里佳     



学生エントリー一覧（所属別)

氏　　名 出身高校名 都道府県 氏　　名

日女子体育大    
2 3人数 種目

出身高校名 都道府県

東京都記録の判定に必要ですので出身高校名・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48011

女  子

清水　美沙     

濱塚　杏珠     



学生エントリー一覧（所属別)

氏　　名 出身高校名 都道府県 氏　　名

立正大          
1 1人数 種目

出身高校名 都道府県

東京都記録の判定に必要ですので出身高校名・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48018

男  子

山本　貴久     



学生エントリー一覧（所属別)

氏　　名 出身高校名 都道府県 氏　　名

慶應義塾大      
2 3人数 種目

出身高校名 都道府県

東京都記録の判定に必要ですので出身高校名・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48023

女  子

大和田明日楓  

髙﨑　有紀     



学生エントリー一覧（所属別)

氏　　名 出身高校名 都道府県 氏　　名

国士舘大        
3 3人数 種目

出身高校名 都道府県

東京都記録の判定に必要ですので出身高校名・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48026

男  子

野々口慎也     

和﨑　叶充     

女  子

佐々木優花     



学生エントリー一覧（所属別)

氏　　名 出身高校名 都道府県 氏　　名

立教大          
5 9人数 種目

出身高校名 都道府県

東京都記録の判定に必要ですので出身高校名・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48031

男  子

髙山　　凱     

山本　健太     

渡部　太一     

女  子

石森　瑞奈     

佐野　葉月     



学生エントリー一覧（所属別)

氏　　名 出身高校名 都道府県 氏　　名

明治大          
13 23人数 種目

出身高校名 都道府県

東京都記録の判定に必要ですので出身高校名・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48037

男  子

今林　浩志     

内田　　航     

菊地　　蓮     

重見　和秀     

千代　真道     

永島　　諒     

中西　　晟     

平岩　賢人     

藤掛遼太郎

本庄　智貴     

松元　克央     

女  子

樋口　恵夢     

湯原　利佳     



学生エントリー一覧（所属別)

氏　　名 出身高校名 都道府県 氏　　名

青山学院大      
2 5人数 種目

出身高校名 都道府県

東京都記録の判定に必要ですので出身高校名・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48041

男  子

榎本　真大     

片山　瑞貴     



学生エントリー一覧（所属別)

氏　　名 出身高校名 都道府県 氏　　名

専修大          
3 6人数 種目

出身高校名 都道府県

東京都記録の判定に必要ですので出身高校名・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48045

男  子

関矢　雄太

林　龍之介     

原　　大輔     



学生エントリー一覧（所属別)

氏　　名 出身高校名 都道府県 氏　　名

東洋大          
26 44人数 種目

出身高校名 都道府県

東京都記録の判定に必要ですので出身高校名・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48052

男  子

上田涼太郎     

高瀬　俊輝     

田中　大尊     

中村　海渡     

廣瀬　　渡     

松田　健志     

森時　啓司     

森本　一輝     

山本　健志

山本　遥斗     

山本　悠暉     

若林　健太     

女  子

今井　彩香     

岩本　愛結     

江口実沙紀     

大久保安純     

大橋　悠依     

小野寺涼夏     

片山　友希     

清水　史華     

遠山ひかり     

中野　未夢     

濱田　結菜     

布施谷結花     

松原空彩虹     

渡邊　　彩     



学生エントリー一覧（所属別)

氏　　名 出身高校名 都道府県 氏　　名

早稲田大        
12 23人数 種目

出身高校名 都道府県

東京都記録の判定に必要ですので出身高校名・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48056

男  子

池江　毅隼     

井上　奨真     

今井　流星     

大芦　知央     

坂井　聖人     

竹内　智哉     

古川慎一郎     

幌村　　尚     

渡辺　一平     

女  子

伊藤　愛実     

志賀珠理奈     

渡部香生子     



学生エントリー一覧（所属別)

氏　　名 出身高校名 都道府県 氏　　名

日本大          
17 25人数 種目

出身高校名 都道府県

東京都記録の判定に必要ですので出身高校名・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48057

男  子

一戸　元喜     

伊藤　晃平     

岩崎　　慶     

加藤　弘之     

金子　竜大     

神近　洋佑     

川端　宏昌     

木下　海生     

越　　嵩剛     

塩入　龍斗     

髙栁　祐太     

田中瑛之介     

戸崎　　祐

中村　陽太     

服部　　翼     

安江　貴哉     

吉田　惇哉


