
部署 ⼈数 部員名 学年 ⼤学名
委員⻑ 1 佐藤 雄偉 4年 東京電機⼤学
副委員⻑ 1 福⽥ 翔⼤ 4年 ⽂教⼤学
競技委員⻑ 1 増⽥ 啓佑 3年 関東学院⼤学
競技部⻑ 1 古⾕ 健⼀ 3年 東海⼤学
総務委員⻑ 1 ⾚峰 隼 2年 法政⼤学
資格審査委員⻑ 1 滝之⼊ 敬汰 3年 東京⼤学

認証部 14 増⽥ 啓佑（部⻑） 3年 関東学院⼤学
癸⽣川 直樹 4年 慶應義塾⼤学
岩井 俊輔 3年 東京⼯科⼤学
齋藤 結実 2年 明治⼤学
⾼⽊ ⼼太 2年 専修⼤学
福迫 裕⼰ 2年 専修⼤学
安倍 優希奈 2年 東京⼤学
原 悠介 1年 東海⼤学
⾼⽊ 宏祐 1年 東海⼤学
内野 稔 1年 千葉商科⼤学
能呂 孔策 1年 千葉商科⼤学
岸野 太樹 1年 東京農業⼤学
河合 英和 3年 東京⼯科⼤学
藤井 陸 3年 東京⼯科⼤学

広報部 9 滝之⼊ 敬汰（部⻑） 3年 東京⼤学
野畑 和希 2年 東京⼤学
須藤 ⼤治 3年 東京⼤学
今⽯ 湧誠 1年 東海⼤学
⼭⼝ 太⼀ 1年 東京⼤学
杉⽥ 祐輔 1年 東京⼤学
渡辺 悠⽣ 1年 東京⼤学
藤垣 太基 1年 東京⼤学
蛯名 琉⽻ 1年 ⼯学院⼤学



審判部 18 ⽩⽯ 遼太郎（部⻑） 4年 東京⼤学
宮崎 ⿇⾐ 4年 明治⼤学
中川 雄貴 4年 獨協⼤学
嶋先 秀守 4年 獨協⼤学
岡⽥ 世紀 4年 東京⼤学
岡⽥ 海⼈ 2年 獨協⼤学
⾚峰 隼 2年 法政⼤学
奥⽥ 誠也 1年 慶應義塾⼤学
中根 昴靖 1年 獨協⼤学
加藤 陸 1年 東海⼤学
榎本 蒼 1年 慶應義塾⼤学
渡久地 塁 1年 東洋⼤学
⻄野 桜太 1年 獨協⼤学
上原 明伶 1年 獨協⼤学
古澤 麗知 1年 芝浦⼯業⼤学
⼭⼝ 南夏 2年 東海⼤学
⾺場 晴也 3年 東京⼯科⼤学
坂本 明⽮ 1年 東京⼯科⼤学

記録部 12 涛岡 遼弥（部⻑） 3年 専修⼤学
萩原 拓海 4年 東海⼤学
伊藤 匠海 4年 関東学院⼤学
⼋⽊ 彩夏 2年 専修⼤学
⼤林 誠 2年 東京⼤学
⼩野寺 絢美 2年 東京藝術⼤学
城ノ⼾ 俊明 2年 慶應義塾⼤学
⼾⽥ 憲伸 2年 専修⼤学
⽊村 結菜 1年 東海⼤学
久世 彩加 1年 東海⼤学
佐藤 陽⽣ 1年 千葉商科⼤学
⽵⼭ 智⼤ 1年 東京⼤学

会計部 10 伊藤 樹宏（部⻑） 2年 獨協⼤学



鈴⽊ 良太 4年 慶應義塾⼤学
福⽥ 翔⼤ 4年 ⽂教⼤学
佐野 世弥 2年 専修⼤学
⼭⼝ 勇⼤ 1年 慶應義塾⼤学
⽯井 清之助 1年 慶應義塾⼤学
⾼久 怜恩 1年 慶應義塾⼤学
増⼭ 湧⽃ 1年 早稲⽥⼤学
⽊村 結菜 1年 東海⼤学
佐藤 優輝 1年 ⽇本⼤学

進⾏部 14 古⾕ 健⼀（部⻑） 3年 東海⼤学
清⽔ 駿 4年 獨協⼤学
原 壮志 4年 東京⼤学
堂下 時⽣ 3年 早稲⽥⼤学
社領 颯 2年 専修⼤学
新⽥ 涼太 3年 東海⼤学
川⽥ 哲⽮ 2年 慶應義塾⼤学
須藤 ⼤河 3年 東京⼤学
渡邉 瑞季 2年 ⽂教⼤学
増⽥ 偉⼄ 1年 東海⼤学
⾼橋 拳 1年 東海⼤学
本間 ⼼琉 2年 東京⼤学
⼭⼝ 伊織 1年 法政⼤学
⼾塚 拓伸 2年 東京⼯科⼤学

競技部 13 古⾕ 健⼀（部⻑） 3年 東海⼤学
鈴⽊ 拓海 4年 東京⼤学
北⾥ 春希 4年 東京⼤学
増⽥ 啓佑 3年 関東学院⼤学
⽥窪 ⼀翔 3年 東京⼯科⼤学
千⽥ 祐太 2年 千葉商科⼤学
⽊下 未久実 2年 早稲⽥⼤学
前原 ⻁太郎 1年 千葉商科⼤学



塩⽥ 賢正 1年 慶應義塾⼤学
物井 ⼤樹 1年 獨協⼤学
⽥中 玲⽻ 1年 法政⼤学
新條 拓也 3年 東京⼯科⼤学
伊藤 祐太郎 1年 東京⼯科⼤学

未配属メンバー 学年 名前
1年 ⻑⾕川 広貴
1年 ⽥中 智也
1年 榊 翔⼤
3年 ⼟⾕ 洋平
2年 ⿊川 郁海
1年 齋藤 貴志
1年 ⼤槻 凌
1年 佐々⽊ 亮太
1年 ⽥⼝ 知冴
1年 藤⼾ 諒
3年 藤井 亮太
3年 ⽩⿃ 祐唯
2年 渡辺 圭⼀郎
2年 ⼭本 晃⼤
2年 堀部 太陽
3年 河村 謙伸
1年 ⼤野 淳之介
1年 磯⾕ 奈那
1年 ⼭⽥ 悠⽮
1年 荒井 快
1年 古⽊ 亮⾺
1年 鄧 ⼀樸
1年 井上 颯太
2年 ⻄野 優⾺
2年 ⼤⼭ 和哉
1年 松野 蒼太朗

関東学院⼤学
駒澤⼤学

東京農業⼤学

学習院⼤学

東京⼤学
専修⼤学

早稲⽥⼤学

⼤学名
千葉商科⼤学

東海⼤学



3年 夛⽥ 亜美
2年 塩⾕ 貴史
1年 中島 颯⾳

昭和⼥⼦⼤学
⽇本体育⼤学
中央⼤学


