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NIU 長崎国際大学 嘉味田 朝成 カミダ トモナリ    20B  男子予選ラウンド
宇都宮 さえ ウツノミヤ サエ    5D  女子予選ラウンド
松嶋 絹花 マツシマ キヌカ    6D  女子予選ラウンド
田代 ことみ タシロ コトミ    8D  女子予選ラウンド
籠田 晃輝 カゴタ ミズキ    17B  男子予選ラウンド
西村 涼 ニシムラ リョウ    18B  男子予選ラウンド
豊島 拓実 トヨシマ タクミ    19B  男子予選ラウンド
飯山 情 イイヤマ ココロ    7D  女子予選ラウンド

九大 九州大学 佐竹 三志郎 サタケ サンシロウ    17C  男子予選ラウンド
加藤 陽人 カトウ ハルト    19C  男子予選ラウンド
壁屋 光一 カベヤ コウイチ    20C  男子予選ラウンド
飯塚 雄士 イイヅカ ユウジ    18C  男子予選ラウンド

九産大 九州産業大学 北田 恵梨 キタダ エリ    13C  女子予選ラウンド
矢野 碧海 ヤノ アミ    16C  女子予選ラウンド
石川 紅葉 イシカワ モミジ    14C  女子予選ラウンド
落合 ほたる オチアイ ホタル    15C  女子予選ラウンド

京産大 京都産業大学 小西 侑希 コニシ ユウキ    20D  男子予選ラウンド
岩崎 智仁 イワサキ トモヒト    17D  男子予選ラウンド
藤野 廣実 フジノ ヒロミ    19D  男子予選ラウンド
青山 泰世 アオヤマ タイセイ    18D  男子予選ラウンド

北大 北海道大学 太田 一義 オオタ カズヨシ    35A  男子予選ラウンド
泊 直希 トマリ ナオキ    33A  男子予選ラウンド
熊本 伊吹 クマモト イブキ    34A  男子予選ラウンド

同大 同志社大学 中川 彩名 ナカガワ アヤナ    3B  女子予選ラウンド
川嶋 深 カワシマ シン    30C  男子予選ラウンド
武内 花音 タケウチ カノン    1B  女子予選ラウンド
竹中 愛恵 タケナカ マナエ    4B  女子予選ラウンド
関根 沙英 セキネ サエ    2B  女子予選ラウンド
高久 雄吾 タカク ユウゴ    29C  男子予選ラウンド
高井 将平 タカイ ショウヘイ    31C  男子予選ラウンド
鷲津 大翔 ワシヅ ダイト    32C  男子予選ラウンド

周公大 周南公立大学 土居 剛瑠 ドイ タケル    28C  男子予選ラウンド
山野 伊織 ヤマノ イオリ    27C  男子予選ラウンド
木村 向汰 キムラ コウタ    26C  男子予選ラウンド
松元 亨太 マツモト コウタ    25C  男子予選ラウンド

専修 専修大学 八木 さくら ヤギ サクラ    1C  女子予選ラウンド
福田 麻尋 フクダ マヒロ    2C  女子予選ラウンド
長谷川 美咲 ハセガワ ミサキ    4C  女子予選ラウンド
髙見 朋夏 タカミ トモカ    3C  女子予選ラウンド

岡大 岡山大学 北原 美鈴 キタハラ ミスズ    2A  女子予選ラウンド
岡林 芽依 オカバヤシ メイ    1A  女子予選ラウンド
平井 愛唯奈 ヒライ アユナ    3A  女子予選ラウンド
藤岡 由衣 フジオカ ユイ    4A  女子予選ラウンド

広大 広島大学 大浦 結人 オオウラ ユウリ    35B  男子予選ラウンド
小島 颯太 コジマ ソウタ    33B  男子予選ラウンド
酒井 勇輔 サカイ ユウスケ    34B  男子予選ラウンド

愛工大 愛知工業大学 加茂 裕人 カモ ヒロト    25A  男子予選ラウンド
普久原 恵治 フクハラ ケイジ    26A  男子予選ラウンド
栗田 健聖 クリタ ケンセイ    28A  男子予選ラウンド
浅井 大翔 アサイ ヒロト    27A  男子予選ラウンド

AR_C32E Page 1/3Report Created: 14 Jun 2022 10:41 @ UTC+09:00



つま恋リゾート彩の郷

18-19 Jun 2022

全日本学生ｱｰﾁｪﾘｰ王座決定戦 Supported by KOWA

Entries

ENTRIES BY COUNTRY

NOC Country Name W. Rank    Date of Birth   Back No.  Event

愛産大 愛知産業大学 下原 涼 シモハラ リョウ    22C  男子予選ラウンド
南 琴華 ミナミ コトカ    7C  女子予選ラウンド
岡田 拓己 オカダ タクミ    24C  男子予選ラウンド
松井 香奈依 マツイ カナエ    6C  女子予選ラウンド
海野 遥斗 ウンノ ハルト    23C  男子予選ラウンド
西川 晴貴 ニシカワ ハルキ    21C  男子予選ラウンド
西田 汐里 ニシダ シオリ    8C  女子予選ラウンド
阿部 詩野 アベ シノ    5C  女子予選ラウンド

慶應 慶應義塾大学 佐藤 里菜 サトウ リナ    5B  女子予選ラウンド
小野 明日香 オノ アスカ    7B  女子予選ラウンド
後藤 泰人 ゴトウ タイト    32A  男子予選ラウンド
濱崎 祥子 ハマザキ ショウコ    6B  女子予選ラウンド
笹井 清雅 ササイ キヨマサ    31A  男子予選ラウンド
芦田 美弥妃 アシダ ミヤビ    8B  女子予選ラウンド
谷田 湧斗 タニダ ユウト    29A  男子予選ラウンド
飛田 和真 トビタ カズマ    30A  男子予選ラウンド

拓大 拓殖大学 中村 凜玖 ナカムラ リク    24A  男子予選ラウンド
仁和 友也 ニワ トモヤ    22A  男子予選ラウンド
佐藤 暁 サトウ アキラ    23A  男子予選ラウンド
平野 正志 ヒラノ タダシ    21A  男子予選ラウンド

新大 新潟大学 伊藤 一輝 イトウ イツキ    33C  男子予選ラウンド
岡野 泰征 オカノ タイセイ    35C  男子予選ラウンド
渡邊 駿佑 ワタナベ シュンスケ    34C  男子予選ラウンド

日体大 日本体育大学 伊藤 魁晟 イトウ カイセイ    32B  男子予選ラウンド
戸松 大輔 トマツ ダイスケ    29B  男子予選ラウンド
松下 千華 マツシタ チハル    9C  女子予選ラウンド
松川 智哉 マツカワ トモヤ    31B  男子予選ラウンド
森 帆乃花 モリ ホノカ    12C  女子予選ラウンド
渡邉 麻央 ワタナベ マオ    11C  女子予選ラウンド
羽鳥 真菜 ハトリ マナ    10C  女子予選ラウンド
青島 鉄也 アオシマ テツヤ    30B  男子予選ラウンド

日福 日本福祉大学 三井 尚美 ミツイ ナオミ    14B  女子予選ラウンド
佐藤 百音 サトウ モネ    13B  女子予選ラウンド
山田 侑奈 ヤマダ ユウナ    15B  女子予選ラウンド
高井 久美子 タカイ クミコ    16B  女子予選ラウンド

早稲田 早稲田大学 中野 勇斗 ナカノ ユウト    21D  男子予選ラウンド
園田 稚 ソノダ ワカ    11A  女子予選ラウンド
山本 治輝 ヤマモト ハルキ    23D  男子予選ラウンド
廣木 円華 ヒロキ マドカ    10A  女子予選ラウンド
杉田 蒼月 スギタ アツキ    24D  男子予選ラウンド
浦田 大輔 ウラタ ダイスケ    22D  男子予選ラウンド
渋谷 樹里 シブヤ ジュリ    12A  女子予選ラウンド
矢原 七海 ヤハラ ナナミ    9A  女子予選ラウンド

明大 明治大学 佐藤 瑠美 サトウ ルミ    9D  女子予選ラウンド
吉田 麗生 ヨシダ レナ    11D  女子予選ラウンド
大本 創太 オオモト ソウタ    18A  男子予選ラウンド
小坂 悠真 コサカ ユウマ    20A  男子予選ラウンド
檜垣 安沙奈 ヒガキ アサナ    10D  女子予選ラウンド
矢野 月海 ヤノ ゲッカイ    19A  男子予選ラウンド
薩摩 定士 サツマ サダヒト    17A  男子予選ラウンド
高橋 ひとみ タカハシ ヒトミ    12D  女子予選ラウンド
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東学 東北学院大学 五十嵐 蓮尚 イガラシ レンショウ    27B  男子予選ラウンド
佐藤 優衣 サトウ ユイ    5A  女子予選ラウンド
平野 聖実 ヒラノ キヨミ    7A  女子予選ラウンド
成田 朱里 ナリタ アカリ    8A  女子予選ラウンド
松永 旺大 マツナガ オウヒロ    26B  男子予選ラウンド
石井 浩平 イシイ コウヘイ    25B  男子予選ラウンド
野呂 虎之介 ノロ トラノスケ    28B  男子予選ラウンド
金田 萌里 カネタ モエリ    6A  女子予選ラウンド

甲女 甲南女子大学 寒川 彩夏 ソウカワ アヤカ    1D  女子予選ラウンド
小原 佳子 コハラ カコ    2D  女子予選ラウンド
山中 乃絵留 ヤマナカ ノエル    3D  女子予選ラウンド
深尾 和奏 フカオ ワカナ    4D  女子予選ラウンド

近大 近畿大学 加藤 帆乃香 カトウ ホノカ    15A  女子予選ラウンド
古谷 渓太 フルタニ ケイタ    23B  男子予選ラウンド
宮成 孝輔 ミヤナリ コウスケ    24B  男子予選ラウンド
居樹 佳奈江 スエキ カナエ    14A  女子予選ラウンド
朝木 倫 アサキ リン    13A  女子予選ラウンド
眞弓 怜奈 マユミ レナ    16A  女子予選ラウンド
舟橋 悠矢 フナハシユウヤ    21B  男子予選ラウンド
藤井 望 フジイ ノゾミ    22B  男子予選ラウンド

関大 関西大学 中光 由陽 ナカミツ ユウヒ    11B  女子予選ラウンド
佐竹 稚奈 サタケ ワカナ    10B  女子予選ラウンド
平井 阿佐美 ヒライ アサミ    9B  女子予選ラウンド
波部 日葵 ハベ ヒマリ    12B  女子予選ラウンド

関西大 関西大学 一樂 直寿 イチラク ナオトシ    25D  男子予選ラウンド
中山 健世 ナカヤマ ケンセイ    27D  男子予選ラウンド
住谷 和輝 スミタニ カズキ    26D  男子予選ラウンド
舩本 将大 フナモト ショウダイ    28D  男子予選ラウンド
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