
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

東京学芸大      
2 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・高校所在地を記入して
競技会当日提出して下さい

48001

男  子

山本　大夢     

女  子

山村　涼乃     



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          
5 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・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

後藤　和真     

女  子

浅野　理子     

熊谷　笑里     

鈴木菜々花     

森本　優香     



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 33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

居相　良介     

石山　諒一     

伊藤　悠杏     

遠藤　柊斗     

大西　　翼     

神賀　　聖     

齊藤　能史     

澤田　夏樹     

高橋　　輝     

團　　頌太     

塚田　大輝     

福重　智成     

舩橋　拓人     

古川　皓基     

武蔵　　尚     

山本　　駿     

女  子

入澤　　愛     



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        
20 39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

雨宮　詩歩     

荒巻加寿美     

有賀　寧々     

伊藤　理智     

稲垣　　優     

今泉　沙彩     

植木優唯奈     

上野　舞夕     

浦川　　鈴     

海野明日香     

大図　佳苗     

川村　果歩     

齋藤　一葉     

斉藤　祐奈     

菅谷　奈帆     

辻内　佳穂     

松本　菜美     

諸岡　茉音     

山口　侑希     

山本　佳依     



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          
5 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

48013

男  子

石井　建幹     

成澤　航平     

山本　雄大     

女  子

関口　舞花     

山口　知奈     



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        
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

48016

男  子

植木　俊成     

高橋　志苑     



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          
4 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・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

岩渕　隼也     

牛丸　真秀     

江馬　智也     

塚田京之介     



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

東京女子体大    
4 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

48024

女  子

青木　杏奈     

田邊　綺音     

千葉美捺穂     

吉田　花穂     



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        
32 70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

入口　春来     

内野真太郎     

梅村　　歩     

大竹　　翔     

小神　壱斗     

小日向涼真     

澤野　宗行     

塩川　瑛介     

高松　和希     

常松　武朗     

長田虎太朗     

野々口慎也     

菱川　悠希     

日比　崇達     

平野勝汰朗     

蛭田　智也     

本田　翔規     

松尾　真理     

松原士勇諒     

村上慎太朗     

村山　裕哉     

横尾　大地     

和崎　叶充     

渡邊　　諒     

女  子

池　　久乃     

一戸　亜美     

岩見　紫音     

太田菜那子     

小野田　葵     

笹谷奈帆香     

塩澤　穂香     

吉村　真子     



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

拓殖大          
12 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

48030

男  子

新井　大樹     

伊東　大稀     

緒方　健人     

川井　　優     

坂口禎嗣明     

庄内　健登     

千葉　啓太     

則次　開斗     

古川　智貴     

女  子

武岡　瀬奈     

津久井雪子     

中島未由佳     



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      
10 21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

金子　遼司     

田井　孝平     

立川　晴信     

巴　　鳳孝     

西口　大河     

松澤　弘大     

女  子

五十畑彩花     

髙津　奈々     

野本ひかる     

横濱　美羽     



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          
17 45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

伊東　裕貴     

井下　逸平     

上原　卓巳     

門脇　　翔     

薗部　　颯     

田中　翔大     

西垣　　隆     

古田　蒼斗     

女  子

落合すみれ     

木澤理寿夢     

斉藤　亜未     

坂本　理奈     

清水　優希     

鈴木　　希     

竹内　愛貴     

角田　桃香     

原　瑛梨乃     



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          
24 59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

綾　　崇稀     

江原　祐太     

勝岡　篤史     

神田　晴圭     

阪本　祐也     

須藤　大地     

高安　陽太     

田中　万葉     

田中　大尊     

辻田　裕也     

中村　海渡     

山本　健志     

山本　遥斗     

渡辺　皆斗     

渡邉　将大     

女  子

石井　真歩     

磯部　沙綾     

今井　　月

白井　璃緒

竹村　花梨     

田中　佑季     

末下　愛音     

松原空彩虹     

山本　真白     



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          
23 39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     

近江ウイリア

尾﨑　健太     

川端　優太     

河森　智文     

熊倉　洸月     

斉藤　孝佳     

坂　　登暉     

庄野　敢大     

田中瑛之介     

田中　理玖     

長嶋　透夢     

中山　　瞬     

原田　拓武     

福澤　真平     

藤原　育大     

松浦　　詢     

眞野　秀成     

三浦　拓馬     

宮本　竜成     

武藤　龍作     

山元　悠叶     

米田　　颯     



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

帝京大          
6 11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

48120

男  子

浅香　竜也     

多田　　樹     

千葉　洸生     

常盤　大地     

本橋　和也     

女  子

原　由希子     


