
平成２４年度・春季・関東学生リーグ戦・登録名簿
（男子追加分）

H24-４／24　現在
３部Ａブロック

東京大学 7 選手 伊藤 伸志 4 春日部高
東京大学 8 選手 川尻 雄基 4 岐阜高
東京大学 9 選手 大丸 宙也 4 高岡高
東京大学 10 選手 森藤 福真 4 基町高
東京大学 11 選手 角銅 洋実 3 青雲高
東京大学 12 選手 鈴木 悠祐 3 浅野高
東京大学 13 選手 諸岡 弘光 3 浅野高
東京大学 14 選手 山本 和弘 2 香住丘高
東京大学 15 選手 佐藤 宏樹 1 高松高

東京経済大学 15 選手 白川 泰規 4 埼玉栄高

東京電機大学 14 選手 久野 俊徳 1 川口市立県陽高
東京電機大学 15 選手 檀野 悠平 1 青梅総合高

獨協大学 8 選手 六本木 悠太 1 樹徳高
獨協大学 9 選手 伏見 龍将 1 葛飾総合高
獨協大学 10 選手 千葉 宗毅 2 大麻高
獨協大学 11 選手 井芹 亮介 3 城西川越高
獨協大学 12 選手 和泉 享 2 草加南
獨協大学 13 選手 和田 裕 4 生浜高
獨協大学 14 選手 藤田 力 4 川口東高
獨協大学 15 選手 小澤 一平 2 都立上野高校

神奈川大学 14 選手 井口 遼 1 高岡西高
神奈川大学 15 選手 望月 快人 3 横浜商業高

立教大学 11 選手 阿部 真基 1 立教池袋高校
立教大学 12 選手 金子 響 1 立教新座高校
立教大学 13 選手 神埼 優斗 1 日大高校
立教大学 14 選手 黒澤 利二 1 市川高校
立教大学 15 選手 大間 慎太郎 1 都立

３部Ｂブロック

千葉商科大学 14 主将 遠藤 肇 3 千葉商科大学付属高
千葉商科大学 15 選手 佐藤 仁 2 樹徳高

東海大学 10 選手 白川 雄貴 2 浅野学園高
東海大学 11 選手 鈴木 貴士 2 日本大学山形高
東海大学 12 選手 高木 康太郎 2 厚木西高
東海大学 13 選手 荒井 剛 1 東海大菅生高
東海大学 14 選手 伊志嶺 圭司 1 普天間高
東海大学 15 選手 繁田 征吾 1 東海大翔洋高



青山学院大学 10 選手 佐藤 謙志 1 福島高
青山学院大学 11 選手 林 健太郎 1 熊本高
青山学院大学 12 選手 滝沢 雄太 1 逗子開成高

帝京大学 13 選手 原田 淳哉 1 長野商業高
帝京大学 14 選手 谷岡 建弥 1 実践学園高校
帝京大学 15 選手 大滝 翔太 1 座間総合高

立正大学 13 選手 清水 翔太 3 千葉商科大学付属高
立正大学 14 選手 竹山 剛史 3 千葉西高
立正大学 15 選手 四戸 雅巴 2 立正大学湘南高

東京理科大学 11 選手 岡田 大志 4 川越東高校
東京理科大学 12 選手 河本 拓 4 船橋芝山高校
東京理科大学 13 選手 星野 智晃 4 芝高校
東京理科大学 14 選手 小山 涼 1 桐蔭学園高校
東京理科大学 15 選手 仁科 和也 1 長野西高校

４部Ａブロック

一橋大学 11 選手 遠藤 拓郎 1 船橋高
一橋大学 12 選手 辻 直樹 1 甲陽学院高
一橋大学 13 選手 藤巻 成崇 1 桐蔭学園高
一橋大学 14 選手 源 道直 1 西武学園文理高

高崎経済大学 9 選手 前川 亘 4 長野日大高
高崎経済大学 10 選手 岡村 武大 3 藤枝明誠高
高崎経済大学 11 選手 木村 亮輔 2 高崎東高
高崎経済大学 12 選手 小野里 隆治 1 前橋育英高
高崎経済大学 13 選手 瀧澤 信哉 1 長岡向陵高

芝浦工業大学 12 選手 鈴木 択真 2 埼玉県立与野高等学校
芝浦工業大学 13 選手 高瀬 健太郎 2 神奈川県立相模原高校
芝浦工業大学 14 選手 尾形 拓也 3 川越東高校
芝浦工業大学 15 選手 永山 祥平 1 浦和南高校

東京工業大学 9 選手 武田 健吾 4 渋谷教育学園幕張高
東京工業大学 10 選手 阿部 拳之 2 福島高
東京工業大学 11 選手 鈴木 進司 1 湘南高
東京工業大学 12 選手 保田 和樹 1 戸山高

淑徳大学 10 選手 佐藤 貴大 2 藤岡中央高
淑徳大学 11 選手 若林 隼 1 藤岡中央高

群馬大学 8 選手 菅野 俊宏 2 福島東高
群馬大学 9 選手 上岡 健太 1 佐野高



４部Ｂブロック

流通経済大学 9 選手 木口 覚 1 木更津総合高
流通経済大学 10 選手 永谷 彰吾 1 川口青陵高
流通経済大学 11 選手 石山 和也 1 三郷高

成蹊大学 15 選手 五十棲 一裕 1 国学院高校

東京農業大学 9 選手 葛西 憲人 3 農大一高
東京農業大学 10 選手 清瀧 健太 3 多摩高
東京農業大学 11 選手 新木 啓太 2 農大三高
東京農業大学 12 選手 鴨川 悠太 1 静岡学園高
東京農業大学 13 選手 川村 優太郎 1 北広島高
東京農業大学 14 選手 藤井 亮輔 1 渥美農業高
東京農業大学 15 選手 山本 尚毅 1 宇都宮短期大学附属高校

宇都宮大学 11 選手 南 祐樹 4 斐太高校
宇都宮大学 12 選手 柿原 崇史 3 木更津高校
宇都宮大学 13 選手 嵯峨 弘平 2 秋田南高校
宇都宮大学 14 選手 齋藤 友順 1 栃木高校
宇都宮大学 15 選手 関 靖拓 1 烏山高校

４部Ｃブロック

関東学院大学 12 選手 宿野部 拓海 3 武相高
関東学院大学 13 選手 鈴木 拳斗 1 座間総合高

横浜国立大学 8 選手 小川 拓己 4 茅ヶ崎北陵高
横浜国立大学 9 選手 笹川 康徳 4 掛川西高
横浜国立大学 10 選手 堀田 俊樹 4 京都高
横浜国立大学 11 選手 松下 遼介 4 藤枝東高
横浜国立大学 12 選手 大森 聡史 3 明星高
横浜国立大学 13 選手 菱沼 崇宏 3 桐光学園
横浜国立大学 14 選手 捧 峻太朗 2 県立三条高校
横浜国立大学 15 選手 佐伯 義和 1 宮崎商業高校

東京都市大学 9 選手 那賀 紀予司 1 浦和南
東京都市大学 10 選手 野水 将也 1 逗子
東京都市大学 11 選手 脇田 洋介 1 札幌西

４部Ｄブロック

上智大学 9 選手 大西 貴文 1 土浦第二高

茨城大学 12 選手 山本 翔太 3 緑岡高
茨城大学 13 選手 今野 遼佑 3 八戸高
茨城大学 14 選手 遠藤 遼平 2 安積黎明高
茨城大学 15 選手 石井 健太 3 土浦湖北高



電気通信大学 12 選手 宇田 俊太郎 4 桐蔭学園
電気通信大学 13 選手 齋藤 広大 4 東京電気大
電気通信大学 14 選手 東 祐軌 4 藤代高校
電気通信大学 15 選手 名取 大樹 3 甲府西高校

５部Ａブロック

千葉大学 8 選手 米元 天馬 4 徳山工業高等専門学校
千葉大学 9 選手 目黒 史也 3 苫小牧工業高等専門学校
千葉大学 10 選手 穂積 拓 3 高知工業高等専門学校
千葉大学 11 選手 濱田 知幸 3 米子工業高校専門学校
千葉大学 12 選手 川津 駿平 2 栃木高校

成城大学 8 選手 中村 逸人 1 成田高校
成城大学 9 選手 谷合 大樹 1 日野台高校
成城大学 10 選手 伊藤 大輔 1 千葉東高校
成城大学 11 選手 河合 駿 1 薬園台高校

工学院大学 12 選手 朝比奈 怜 1 浦和学院高校
工学院大学 13 選手 小林 和貴 1 朝霞高校
工学院大学 14 選手 武田 友和 1 境高校
工学院大学 15 選手 内沼 勇人 1 府中西高校

横浜市立大学 4 選手 真間 憲一朗 1 桜丘高
横浜市立大学 5 選手 愛知 正裕 4 麻布高

明治学院大学 5 選手 佐々木 瞭 1 クラーク記念国際高等学校
明治学院大学 6 選手 冨士 海斗 1 春日部東高

５部Ｂブロック

千葉工業大学 14 選手 中島 悟 1 千葉経済大学付属高校
千葉工業大学 15 選手 野嶽 友宏 1 取手松陽高

大東文化大学 8 選手 安達 賢 1 小千谷高校
大東文化大学 9 選手 新井 健太 1 保谷高校
大東文化大学 10 選手 三橋 剛 1 白岡高校
大東文化大学 11 選手 森 大基 1 啓新高校

埼玉大学 11 選手 小川 竜冴 1 大宮開成高
埼玉大学 12 選手 須郷 崇仁 1 青森高
埼玉大学 13 選手 高橋 周平 1 仙台三高
埼玉大学 14 選手 ファムディン ユイ 2 白鴎足利高

都留文科大学 13 選手 内山 真太 1 静岡東高
都留文科大学 14 選手 島崎 達也 1 吉田高
都留文科大学 15 選手 花木 壮介 1 竹田高



５部Ｃブロック

山梨学院大学 13 選手 氏原 周平 1 山梨県立北杜高校

拓殖大学 13 選手 小澤 秀基 1 西部台高
拓殖大学 14 選手 加藤 航平 1 東海大学菅生高

東京国際大学 8 選手 荒田 翼 1 大宮商業
東京国際大学 9 選手 豊島 志誠 1 春日部
東京国際大学 10 選手 星野 翔太 1 深谷商業
東京国際大学 11 選手 山本 康裕 1 川口総合

５部Ｄブロック

東京工科大学 10 選手 清水 亮太 1 横浜商業高校

東京外国語大学 8 選手 アクタル ファーラーン 2 埼玉県立春日部高校
東京外国語大学 9 選手 白鳥 喬太郎 1 宮城県古川高校
東京外国語大学 10 選手 長谷川 将也 1 千葉県立船橋高校
東京外国語大学 11 選手 早川 風悠希 1 神奈川県立湘南高校

６部Ａブロック

東京工芸大学 6 選手 上島 健大郎 1
東京工芸大学 7 選手 狩野 航平 1
東京工芸大学 8 選手 栗野 桃太郎 1
東京工芸大学 9 選手 浜崎 瞬 1

６部Ｂブロック

神奈川工科大学 11 選手 三澤 優馬 1 岡谷工業高校

浦和大学 3 選手 小林 顕大 1 那須高


