
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          
1 4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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48002

男  子

竹田　渉瑚     



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          
18 43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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48003

男  子

赤井　　晨     

鵜池　海大     

宇山　智貴     

小形　純平     

荻野　　剛     

金子　直樹     

兼子雄太郎     

小島　稔生     

小松代和磨     

坂井孝士郎     

須藤　大貴     

髙橋　一貴     

福重　浩太     

藤原　諒大     

堀之内飛向     

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

玉川大          
4 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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48005

男  子

大槻　恵太     

西野　悠眞     

山崎　鴻弥     

女  子

山室麻美子     



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

日女体大        
23 72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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48011

女  子

青木悠吏奈     

阿部しずく     

池田奈都美     

石川　朋実     

井関　繭子     

伊藤　美星     

上河内　彩     

黒岡　沙耶     

國分ひなの     

齋藤　里菜     

佐々木かなえ  

清水　美沙     

真如　美優     

返町　和紗     

高橋　佳南     

田村　実花     

戸井田真弥     

成川　陽子     

野島　知花     

濱塚　杏珠     

日野　文菜     

丸山　　彩     

吉田　奈央     



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

上智大          
6 7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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48013

男  子

石井　建幹     

小野航太郎     

松山　悠真     

山口　将平     

女  子

細井　京香     

山本　紗史     



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

学習院大        
3 4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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48016

男  子

小平　剛徳     

三枝　寛治     

永冨　誠大     



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          
9 19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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48018

男  子

相澤　直輝     

足立　遼太     

岡内　昭伍     

志熊叶一郎     

佛田　孝介     

堀　　大地     

松澤　朋樹     

山本　貴久     

横山　友輝     



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        
36 76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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48026

男  子

安部翔一郎     

一宮　大智     

伊能　　龍     

植木　海帆     

遠藤　佑亮     

大村　宗平     

金刺　将平     

川原　渓青     

木村　亮太     

久保　昂弘     

越塚　友昭     

小山　凌平     

近藤　雄大     

佐藤　祐大     

柴田　大造     

鈴木　義哉     

高仲　瑠夏     

高山　剛毅     

田部井秋明     

出口　慎也     

手塚　啓太     

原田　啓徳     

古庄　宥史     

松村　理己     

丸岡　大心     

丸橋　　憲     

安河内将基     

山崎　真吾     

大和　　航     

横谷　直人     

吉津　智司     



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        
36 76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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48026

女  子

和泉　　唯     

齊藤　樹里     

櫻田　七海     

高橋　美香     

吉川　　萌     



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

拓殖大          
13 30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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48030

男  子

井上　雄喜     

加藤　理暉     

菊池　裕貴     

黒田　景太     

福田　滉大     

保坂　海斗     

宮原　悠太     

村上　　豪     

村中　　樹     

女  子

小野寺優実     

武山　　茜     

千島　　晶     

朝長千恵子     



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

明治大          
1 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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48037

男  子

小日向一輝     



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

東京経済大      
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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48038

男  子

東谷　一希     



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

武蔵大          
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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48039

男  子

中村　一輝     



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      
11 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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48041

男  子

石田　友哉     

岩瀬　夏月     

河上　大輝     

ｸﾗｳｽ亜怜久守  

西城　修平     

佐々木政洋     

中村　大海     

渡邊　神威     

女  子

池　　言乃     

林　　香波     

堀江こゆき     



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          
23 55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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48045

男  子

石川條太郎     

小沢　一朗     

桑原　颯大     

後藤　　壮     

小橋　世快     

今野　明弘     

須田　真輝     

関矢　雄太     

塚田　大河     

中村　修治     

林　龍之介     

原　　大輔     

水戸　一成     

女  子

岡田　杏実     

片岡　真菜     

木澤理寿夢     

酒井　麻緒     

佐藤帆乃佳     

中井てずか     

中島みなみ     

服部　友香     

松岡　里佳     

横溝　夏実     



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          
33 104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・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     

内村　　甲     

川口　恭矢     

小鶴　陸人     

高瀬　俊輝     

中村　海渡     

廣瀬　　渡     

松田　健志     

三好　健介     

三好　悠介     

毛利　　衛     

森時　啓司     

森本　一輝     

山口　観弘     

山本　悠暉     

若林　健太     

女  子

青木玲緒樹     

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     

菊池　優奈     

清水　史華     

露内　若葉     

遠山ひかり     

中野　未夢     

濱田　結菜     

布施谷結花     

三田村美乃     

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        
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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48056

男  子

寺崎　拓海     



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          
38 83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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48057

男  子

阿部　隼翔     

岩崎　　慶     

浮島　直登     

江本　　樹     

奥山　翔太     

加藤　弘之     

金子　竜大     

神近　洋佑     

川端　宏昌     

木坂　　楓     

北之坊知樹     

木下　海生     

楠木　拓馬     

窪地　洸介     

黒部　一斗     

越　　嵩剛     

小林　正陛     

小松　　巧     

酒巻　龍志     

佐々木　友     

新堀　　光     

武田　一斗     

戸崎　　祐     

中島　大賀     

中村　陽太     

野口　聖也     

服部　　翼     

原田　晃世     

藤原　　慧     

藤本　　凌     

物江　泰昭     

森重　拓朗     

安江　貴哉     



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          
38 83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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48057

女  子

宇佐見　渚     

寺村　美穂     

中島亜沙姫     

山根　優衣     

若穂囲理緒     



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

東京工業大      
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・所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48062

男  子

木田　健斗     


