
bib スタート順 姓 ふりがな 名 ふりがな 大学名 学年 出身高校

11 1 石澤 いしざわ 淳哉 じゅんや 東北大学 1 富山中部

12 2 鈴木 すずき 智也 ともや 東北大学 1 茨城

13 3 蓬田 よもぎた 貴裕 たかひろ 東北大学 1 福島

14 4 湯澤 ゆざわ 樹 たつき 東北大学 1 緑岡

15 5 佐藤 さとう 嵩浩 たかひろ 東北大学 1 福島

16 6 丸山 まるやま 佳晃 よしあき 東北大学 1 旭川東

17 7 千葉 ちば 貴司 たかし 東北大学 3 大曲

18 8 宮崎 みやざき 伸彦 のぶひこ 東北大学 1 小千谷

19 9 杉下 すぎした 潤一郎じゅんいちろう 一橋大学 4 桐蔭

20 10 松井 まつい 恒治 こうじ 信州大学 1

21 11 丸田 まるた 真也 しんや 東京工業大学 1 鶴丸

22 12 田中 たなか 謙 けん 東京大学 1 西京

23 13 片岡 かたおか 知泰 ともやす 東京大学 2 都立西

24 14 仁平 にたいら 拓郎 たくろう 静岡大学 4 日立第一

25 15 伊藤 いとう 一成 かずなり 東北大学 2 津

26 16 林 はやし 駿也 しゅんや 一橋大学 1 浜松西

27 17 今井 いまい 恭介 きょうすけ 信州大学 2 西条

28 18 杉浦 すぎうら 聡 さとし 東京工業大学 4 都立西

29 19 本多 ほんだ 俊彦 としひこ 東京大学 1 九国大付属

30 20 袖野 そでの 太士 たいし 東北大学 2 桐光

31 21 山本 やまもと 啓貴 ひろき 一橋大学 1 聖光学院

32 22 北野 きたの 僚久 ともひさ 富山大学 2 富山いずみ

33 23 渡辺 わたなべ 大貴 たいき 静岡大学 1 宇都宮東

34 24 友澤 ともざわ 真伸 まさのぶ 東京工業大学 1 県立千葉

35 25 山田 やまだ 優樹 ゆうき 信州大学 3 桃山

36 26 田畑 たばた 明夫 あきお 一橋大学 2 L.Ferney.Voltaire

37 27 塚崎 つかざき 真弘 まさひろ 東京工業大学 1 土浦第一

38 28 大橋 おおはし 幸平 こうへい 名古屋工業大学 4 東海高校

39 29 菊池 きくち 大介 だいすけ 静岡大学 2 浜松

40 30 長谷川 はせがわ 慧 さとる 東京大学 1 東邦大東邦

41 31 島田 しまだ 大 だい 信州大学 3 十日

42 32 須川 すがわ 寛太 かんた 富山大学 4 津西

43 33 三澤 みさわ 公希 こうき 東北大学 2 松本深志

44 34 設楽 したら 慧斗 けいと 一橋大学 2 座間

45 35 高橋 たかはし 克典 かつのり 東京工業大学 2 平塚江南

46 36 チョウ ちょう ハン はん 静岡大学 3 沼津
47 37 吹留　 ふきどめ 直樹 なおき 東京大学 4 洛南
48 38 金澤 かなざわ 郁馬 いくま 信州大学 4 十日
49 39 小林 こばやし 東氏 ひがし 東北大学 3 宇都宮
50 40 柳 やなぎ 琢磨 たくま 名古屋工業大学 3 廿日市
51 41 梅本 うめもと 亮平 りょうへい 富山大学 1 南砺総合福野
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