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大学 氏　名 学年 登録車連 ５/１４時点のクラス
東北学院大学 伊藤　　大地 4 岩手 クラス１
東北学院大学 久保田　冬吾 4 宮城 クラス２
東北学院大学 風間　　翔眞 3 福島 クラス１
東北学院大学 西塔　　愛良 2 山形 クラス２
東北学院大学 高橋　翼 1 秋田 クラス２
東北学院大学 佐々木　俊哉 1 岩手 クラス２
作新学院大学 及川　　一総 2 岩手 クラス２
作新学院大学 床井　　亮太 2 栃木 クラス２
順天堂大学 石原　　悠希 3 栃木 世界大学選手権選考対象者
慶應義塾大学 宮本　　隆司 4 神奈川 クラス２
慶應義塾大学 大前　　翔 3 神奈川 クラス２
駒澤大学 古川　　　 晶 3 岡山 クラス２
駒澤大学 岡田　　朗緋 3 大阪 クラス２
中央大学 直井　　駿太 4 茨城 クラス１
中央大学 橋本　　　 陸 3 福岡 クラス２
中央大学 尾形　　尚彦 2 宮城 クラス１
中央大学 奥村　　十夢 2 奈良 クラス１
中央大学 水野　　槙人 2 福島 クラス２
東京大学 井上　　功一朗 4 東京 クラス２
東京大学 長岡　　能活 4 神奈川 クラス２
東京大学 平山　　大生 4 埼玉 クラス２
東京大学 新谷　　佳史 3 東京 クラス２
東洋大学 杉本　　直樹 4 東京 クラス２
東洋大学 﨑戸　　泰地 4 東京 クラス２
東洋大学 中平　　庸介 2 東京 クラス２
東洋大学 目黒　　大雅 2 東京 クラス２
日本大学 草場　　啓吾 4 京都 クラス１
日本大学 渡辺　　将太 4 福島 クラス２
日本大学 岸　　　 崇寛 4 東京 クラス２
日本大学 小嶋　　健太 3 石川 クラス２
日本大学 武山　　晃輔 3 山梨 クラス１
日本大学 小口　　達矢 3 栃木 クラス２
日本大学 貝原　　涼太 3 福岡 クラス１
日本大学 鵜沼　　利久 2 福島 クラス２
日本大学 栗原　　 　悠 2 熊本 クラス２
日本大学 根本　　雄眞 2 福島 クラス１
日本大学 林　　宗良治 2 富山 クラス２
日本大学 清水　　貴梨 2 山梨 クラス２
日本大学 円谷　　義誠 2 福島 クラス２
日本大学 髙橋　　 廉 2 宮城 クラス２
日本大学 佐藤　　　 健 1 熊本 クラス１
日本大学 依田　　翔大 1 山梨 クラス１
日本大学 角田　　　 光 1 福島 クラス２
日本大学 片桐　　東次郎 1 新潟 クラス２
日本大学 三澤　　優樹 1 福島 クラス２
日本大学 野村　　将矢 1 富山 クラス２
法政大学 勝又　　高陽 4 福岡 クラス１
法政大学 佐藤　　 　遼 4 東京 クラス１
法政大学 須貝　　翔吾 4 茨城 クラス２
法政大学 鈴木　　 　良 4 神奈川 クラス２
法政大学 堀込　　統吾 3 青森 クラス１
法政大学 相葉　　健太郎 2 熊本 クラス１
法政大学 三好　　憲士郎 2 奈良 クラス２
法政大学 中西　　　 啓 1 神奈川 クラス２
法政大学 松﨑　　広太 1 茨城 クラス２
法政大学 松本　　大志 1 香川 クラス２
法政大学 吉武　　慶太 1 宮崎 クラス２
明治大学 野本　　 　空 4 愛媛 クラス１
明治大学 竹村　 　　拓 3 京都 クラス２
明治大学 花田　　凱成 2 福岡 クラス２
明治大学 小林　　右京 1 大分 クラス２
明治大学 松村　　恭輔 1 埼玉 クラス２
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*エントリーリストではありません。大会エントリーの手続きの完了には5月21日(月)必着で口座へ参加料の振り込みが必要となります。
振り込みが確認できていない場合は出走することができません。



大学 氏　名 学年 登録車連 ５/１４時点のクラス
明星大学 西尾　　憲人 4 北海道 世界大学選手権選考対象者
明星大学 田崎　　康平 4 栃木 世界大学選手権選考対象者
明星大学 大久保　賢人 4 山梨 クラス２
明星大学 鷲巣　　 　怜 3 東京 クラス２
明星大学 鈴木　　浩太 3 千葉 世界大学選手権選考対象者
明星大学 平林　　楓輝 3 愛媛 世界大学選手権選考対象者
明星大学 清家　　由宇 2 宮崎 クラス２
明星大学 大関　　一輝 1 埼玉 クラス２
立教大学 北井　　幹大 2 埼玉 クラス２
立教大学 田部　　功明 2 神奈川 クラス２
早稲田大学 孫崎　　大樹 4 京都 クラス１
早稲田大学 中川　　 　拳 3 北海道 クラス１
早稲田大学 納家　　一樹 3 東京 クラス２
早稲田大学 小野　　寛斗 2 神奈川 クラス１
早稲田大学 片野　　 　陸 2 長崎 クラス２
早稲田大学 山本　　真寛 2 青森 クラス２
東海大学 藤原　　総一郎 4 神奈川 クラス１
東海大学 岡田　　理紀 3 神奈川 クラス２
日本体育大学 岡部　　祐太 4 広島 クラス１
日本体育大学 中村　　魁斗 4 栃木 クラス１
日本体育大学 安田　　　 開 4 京都 クラス１
日本体育大学 齊藤　　瞭汰 4 群馬 クラス１
日本体育大学 川島　　綾太 4 神奈川 クラス２
日本体育大学 當原　　隼人 3 沖縄 クラス１
日本体育大学 湯浅　　健生 3 京都 クラス１
日本体育大学 安彦　　統賀 2 埼玉 クラス２
日本体育大学 關根　　論容 2 埼玉 クラス１
日本体育大学 村田　　祐樹 2 富山 クラス２
日本体育大学 篠田　　幸希 2 群馬 クラス１
日本体育大学 滿田　　光紀 2 熊本 クラス２
日本体育大学 今﨑　　勇希 1 埼玉 クラス２
日本体育大学 平安山 良希 1 沖縄 クラス２
日本体育大学 渡邉　　翔悟 1 東京 クラス２
信州大学 増田　　遼馬 4 長野 クラス２
信州大学 寺尾　　 　駿 3 静岡 クラス２
信州大学 西部　　真生 3 長野 クラス２
信州大学 大森　　竣介 3 長野 クラス２
信州大学 小林　　弘幸 2 長野 クラス２
朝日大学 赤堀　　健太 4 岐阜 クラス２
朝日大学 安達　　隆己 4 栃木 クラス２
朝日大学 高原　　渓人 4 静岡 クラス２
朝日大学 成貞　　琳平 4 岡山 クラス２
朝日大学 吉川　　　 澄 4 新潟 クラス２
朝日大学 木下　　澄八 3 愛知 クラス２
朝日大学 小野　　舜介 3 岡山 クラス２
朝日大学 岡崎　　陸登 3 愛媛 クラス２
朝日大学 永田　　吏玖 3 岐阜 クラス１
朝日大学 平田　　裕貴 3 熊本 クラス２
朝日大学 松本　　 　梧 3 埼玉 クラス２
朝日大学 和田　　 　樹 3 岐阜 クラス２
朝日大学 亀谷　　昌慈 2 岐阜 クラス２
朝日大学 久保田　寛栄 2 沖縄 クラス２
朝日大学 林　　　 欣司 2 岐阜 クラス２
朝日大学 松浦　　 　響 2 福岡 クラス２
朝日大学 瀧　 　　一真 2 熊本 クラス２
朝日大学 棚瀬　　義大 1 岐阜 クラス２
中京大学 佐藤　　大紀 3 愛知 クラス２
中京大学 川嶋　　祐輔 2 三重 クラス２
京都大学 岡本　　裕太郎 4 京都 クラス２
京都大学 西浦　　　 理 4 京都 クラス２
京都大学 牧　　   直利 4 京都 クラス２
京都大学 福原　　周治 3 京都 クラス１
京都大学 向井田　直 3 京都 クラス２
京都大学 木田　　航平 3 京都 クラス２



大学 氏　名 学年 登録車連 ５/１４時点のクラス
京都産業大学 中井　　唯晶 4 滋賀 クラス１
京都産業大学 山田　　康太 4 鳥取 クラス２
京都産業大学 松下　　綾馬 4 鳥取 クラス１
京都産業大学 曽我部 厚誠 3 大阪 クラス１
京都産業大学 溝口　　智貴 3 京都 クラス２
京都産業大学 藤田　　俊輔 3 岡山 クラス２
京都産業大学 吉岡　　　 衛 2 奈良 クラス１
京都産業大学 岡本　　篤樹 2 奈良 クラス２
京都産業大学 伊藤　　皓平 2 鳥取 クラス２
京都産業大学 小出　　樹 1 長野 クラス２
京都産業大学 木下　　佳祐 1 岡山 クラス２
京都産業大学 石川　　航大 1 宮崎 クラス２
京都産業大学 清水　　大樹 1 神奈川 クラス１
同志社大学 大西　　崇公 4 大阪 クラス２
同志社大学 森　 　　達哉 3 愛知 クラス２
立命館大学 嶋田　　 　祥 2 愛知 クラス２
大阪経済大学 栗田　　龍之介 4 香川 クラス２
大阪経済大学 真部　　拓海 3 香川 クラス２
大阪産業大学 道見　　和也 4 兵庫 クラス２
大阪産業大学 福島　　充瑛 3 埼玉 クラス２
大阪産業大学 源田　　真也 3 京都 クラス２
大阪産業大学 村上　　翔馬 2 兵庫 クラス２
大阪産業大学 丹羽　　優輔 1 京都 クラス２
関西大学 久保田　悠介 4 大阪 クラス２
関西大学 二宮　　誉仁 3 大阪 クラス２
神戸大学 浅井　　孝文 M1 愛知 クラス２
鹿屋体育大学 冨尾　　大地 4 鹿児島 世界大学選手権選考対象者
鹿屋体育大学 成海　　大地 4 沖縄 クラス２
鹿屋体育大学 石井　　駿平 3 群馬 世界大学選手権選考対象者
鹿屋体育大学 徳田　　 　匠 3 京都 クラス１
鹿屋体育大学 新田　　東弥 3 茨城 クラス２
鹿屋体育大学 重満　　 　丈 2 沖縄 世界大学選手権選考対象者
鹿屋体育大学 中村　　圭佑 2 広島 クラス２
鹿屋体育大学 成海　　大聖 1 沖縄 クラス２
鹿屋体育大学 西原　　裕太郎 1 奈良 クラス２


