
部署 人数 部員名 学年 大学名

委員長　 1 小澤　勇士 3年 東京電機大学

副委員長 1 中島　柊 3年 東海大学

競技委員長　 1 堤　哲彦 3年 東京都市大学

競技部長 1 木内　大介 3年 駒澤大学

総務委員長 1 月田　秀一 3年 工学院大学

資格審査委員長 1 小管　建輝 3年 専修大学

認証部 15 広瀬　新（部長） 3年 慶応義塾大学

白戸　諒一 4年 慶応義塾大学

木村　柊斗 4年 慶応義塾大学

川面　慶季 3年 慶応義塾大学

堤　哲彦 3年 東京都市大学

簗田　義樹 3年 帝京大学

新見　智之 3年 東京大学

東海　純 3年 千葉商科大学

今井　翔太 2年 千葉商科大学

富樫　大樹 2年 千葉商科大学

澤田　直春 2年 慶応義塾大学

癸生川　直樹 2年 慶応義塾大学

岩井　俊輔 1年 東京工科大学

齋藤　結実 1年 明治大学

　 中澤　遼 1年 明治大学

広報部 11 中村　和輝（部長） 3年 東海大学

諏訪　雄哉 4年 駒澤大学

重並　響 4年 学習院大学

大熊　飛鳥 3年 獨協大学

中村　和輝 3年 東海大学

信夫　大岳 3年 学習院大学

庄司　敦哉 3年 学習院大学

浦野　未瑚 2年 東京工科大学

河村　謙伸 2年 学習院大学

上山　克基 1年 関東学院大学

山崎　泰樹 4年 獨協大学



審判部 31 山口　裕太（部長） 3年 明治大学

小川　敦 4年 駒澤大学

水野　天登 4年 明治大学

佐々木　開登 4年 明治大学

田代    佳大 4年 東京工科大学

望月    詠介 4年 東京工科大学

内田    侑希 4年 東京工科大学

東村　将也 3年 東海大学

田中　悠貴 3年 明治大学

山内　祐樹 3年 明治大学

小澤　勇士 3年 東京電機大学

林智　喜 3年 東京工科大学

高野　力也 3年 東京工科大学

宮崎　麻衣 2年 明治大学

山本　晃輝 2年 明治大学

中川　雄貴 2年 獨協大学

嶋先　秀守 2年 獨協大学

佐藤　雄偉 2年 東京電機大学

岡田　世紀 2年 東京大学

赤塚　考紀 2年 東京大学

白石　遼太郎 2年 東京大学

中原　俊平 2年 東京大学

佐野　太一 2年 東京工科大学

大城　鼓 2年 東京工科大学

金子　航太 2年 東京工科大学

米沢　大智 2年 東京工科大学

高木　翔太 2年 東京工科大学

藤沼　稚菜 2年 東京工科大学

羽ヶ崎　匠海 2年 東京工科大学

星野　望 1年 麻布大学

山崎　泰樹 4年 獨協大学

記録部 18 深山　碧巴（部長） 3年 早稲田大学

高橋　昂平 4年 獨協大学

伊藤　海太 4年 専修大学

大野　樹一 4年 専修大学

新関　倫乃亮 4年 東京大学

山﨑　達弥 4年 東京大学



上田　博瑛 4年 慶応義塾大学

宮崎　直哉 3年 東京工業大学

小菅　建輝 3年 専修大学

渋谷　惇志 3年 専修大学

岩川　奈央 3年 関東学院大学

近江　亮 3年 東海大学

朝倉　隆太 3年 東海大学

小野寺　改主 3年 東京大学

VAIVRAND　CALVIN 2年 獨協大学

萩原　拓海 2年 東海大学

伊藤　匠海 2年 関東学院大学

丸山　真矢 1年 日本大学

会計部 11 中島　柊（部長） 3年 東海大学

渡邉　大輔 4年 駒澤大学

藤田　知真 3年 明治大学

勝田　尭将 3年 学習院大学

山中　怜 3年 学習院大学

大石　達也 3年 学習院大学

志賀　吉将 3年 学習院大学

本川　潤 3年 学習院大学

渡辺　琳太 3年 学習院大学

鈴木　良太 2年 慶応義塾大学

福田　翔太 2年 文教大学

進行部 30 山本　大空（部長） 3年 千葉商科大学

山内 　雄大 4年 東洋大学

清水　大地 4年 専修大学

鎗田　亮 4年 専修大学

大久保　頼秀 4年 東海大学

窪田　隼也 4年 明治大学

牧　晋太郎 4年 明治大学

荒川　沙里 4年 上智大学

坪井　美樹 4年 千葉商科大学

梅木　千紗 4年 千葉商科大学

菅原　千愛 4年 千葉商科大学

檜山　亨 4年 千葉商科大学

藤本　大祐 4年 千葉商科大学



奥田　直樹 4年 千葉商科大学

石塚　稜也 4年 千葉商科大学

樋口　敦也 4年 千葉商科大学

中村　太一 4年 慶応義塾大学

加藤　哲裕 3年 専修大学

清水　駿 2年 獨協大学

原　壮志 2年 東京大学

村田　飛翔 2年 千葉商科大学

佐藤　一晟 2年 千葉商科大学

石井　海斗 2年 千葉商科大学

太田　悠 2年 千葉商科大学

小倉　和真 2年 千葉商科大学

中野　信吾 2年 千葉商科大学

堂下　時生 1年 早稲田大学

金久保　龍人 3年 東海大学

滝之入　敬汰 1年 東京大学

吉澤　直樹 1年 帝京大学

競技部 7 木内　大介（部長） 3年 駒澤大学

大矢　洋志 4年 東京大学

鈴木　拓海 2年 東京大学

北里　春希 2年 東京大学

福島　健太 2年 千葉商科大学

増田　啓佑 1年 関東学院大学

田窪　一翔 1年 東京工科大学



未配属メンバー（新一年生除く）

大学名 名前 学年

駒澤大学 河野　竜 4

矢島　健 4

佐藤　至 2

早稲田大学 秋元 理慧 4

三木 遼大 4

柵木 誠也 4

角田 広夢 4

松浦 天我 4

大高 舜平 3

佐藤 ちひろ 3

木野 大希 2

大迫 陸 2

戸谷 哲大 2

宮下 皓志 2

二井 輝 2

早稲田大学インカレ 大山 悠太 (東邦) 2

川上 卓真 (立教) 2

専修大学 鴻江修三 3

東海大学 中村俊輔 4

都甲拓己 2

戸田春輝 2

明治大学 坂本重介 4

坂本重介 4

佐藤孝俊 3

東京電機大学 藤井祐哉 3

千葉商科大学 飯塚康太 4

金澤琳 2

近藤正志 2

山口翔也 2
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