
種目 男子団体 女子団体 男子単 男子複 女子単 女子複

参加数 32 32 95 96 96 95

古賀 輝 田中 志穂

齋藤 太一 市丸 美里

(日本体育大学) (早稲田大学) (早稲田大学) (法政大学)

星野 翔平 亀田 楓

竹内 義憲 関川 容子

(早稲田大学) (日本体育大学) (東海学院大学) (早稲田大学)

和田 周 鈴木 温子

渡邊 達哉 熊谷 早也佳

(早稲田大学) (日本体育大学) (法政大学) (日本体育大学)

山村 駿介 河崎 綾佳

大滝 直人 牧野 美咲

(法政大学) (日本大学) (法政大学) (龍谷大学)

尾野 拓郎 藤本 陽奈

間瀬 俊介 宮原 唯

(日本体育大学) (法政大学) (龍谷大学) (龍谷大学)

北林 峻 木戸 よし美

北林 悠 関根 早織

(日本大学) (金沢学院大学) (関西学院大学) (日本体育大学)

浦井 唯行 若田 美沙

松丸 大輝 樋口 亜依美

(立命館大学) (帝京大学) (日本体育大学) (関西学院大学)

村上 俊 平井 亜紀

嘉村 昌俊 山田 真央

(法政大学) (早稲田大学) (筑波大学) (専修大学)

藤田 康史 内藤 遥

松岡 弘樹 渋川 明里

(帝京大学) (日本体育大学) (東海学院大学) (立命館大学)

坂中 賢太 斎藤 麻彩

米田 健司 俣野 愛実

(日本大学) (近畿大学) (明治大学) (青山学院大学)

小野 拓也 菅野 友

廣坂 貴史 飯高 沙彩

(日本体育大学) (北翔大学) (筑波大学) (法政大学)

木戸 道治 阿部 嘉織

内藤 浩司 伊藤 朝美

(日本体育大学) (日本体育大学) (日本体育大学) (北翔大学)

矢部 拓也 本郷 由貴

伊藤 朋大 柴村 真希

(九州国際大学) (同志社大学) (東海学院大学) (日本体育大学)

中木 広大 西 友理

櫻井 恵介 高橋 真理

(金沢学院大学) (明治大学) (筑波大学) (龍谷大学)

長谷川 達也 浦谷 夏未

藤巻 嵩寛 篠田 未来

(龍谷大学) (日本体育大学) (立命館大学) (専修大学)

中川 雄介 今野 あゆみ

飯村 優詞郎 樋口 帆渚実

(龍谷大学) (青山学院大学) (東海学院大学) (法政大学)
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新居 克哉 塩澤 渚

森田 浩平 山本 明希歩

宮本 樹希 漆崎 真子

山形 章悟 内藤 遥

小高 拓也 伊藤 美沙

和田 周 井上 亜沙美

木戸 道治 鈴木 温子

平池 淳希 藤井 珠生

間瀬 俊介 山本 しずか

松丸 大輝 木下 侑梨恵

堀内 研人 田中 志穂

佐藤 黎 東野 良美

松本 あきら 村岡 尚実

内藤 浩司 玉木 絵里子

古賀 輝 山本 紗椰

丸尾 亮太郎 北 はるな
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