
第５４回全日本大学個人選手権大会・参加選手名簿（女子）　

No. 選手名 ふりがな 大学名

1 工藤 こまち くどう　こまち 北海道教育大学

2 川上 紗季 かわかみ　さき 宇都宮共和大学

3 藤沼 稚奈 ふじぬま　わかな 東京工科大学

4 渡辺 莉央 わたなべ　りお 上武大学

5 鈴木 波流 すずき　はる 常葉大学

6 山田 悠畝奈 やまだ　ゆせな 名古屋学芸大学

7 山下 実沙稀 やました　みさき 三重大学

8 伊勢川 華愛 いせがわ　はなえ 和歌山大学

9 高橋 遥夏 たかはし　はるか 愛媛大学

10 坂井 百望 さかい　もも 福岡大学

11 中島 望結 なかしま　みゆ 日本大学

12 笠原 裕奈 かさはら　ゆな 中村学園大学

13 富永 知紗希 とみなが　ちさき 長崎県立大学

14 髙橋 咲紀 たかはし　さき 青森中央学院大学

15 長谷川 炎 はせがわ　えん 青森中央学院大学

16 砂子田 秋実 いさごだ　あみ 青森中央学院大学

17 須藤 真海 すどう　まなみ 青森中央学院大学

18 八木 彩夏 やぎあ　やか 専修大学

19 安部 優希奈 あべ　ゆきな 東京大学

20 宮﨑 麻衣 みやざき　まい 明治大学

21 岩元 美咲希 いわもと　みさき 名古屋産業大学

22 米山 侑花 よねやま　ゆうか 名古屋産業大学

23 安田 明香里 やすだ　あかり 京都産業大学

24 戸塚 眞由 とつか　まゆ 同志社大学

25 舘 聖奈 たち　せな 同志社大学

26 石本 恵梨奈 いしもと　えりな 同志社大学

27 野呂 詩友璃 のろ　しゆり 佛教大学

28 山崎 優 やまさき　ゆう 岡山商科大学

29 村上 愛実 むらかみ　あいみ 岡山商科大学

30 万代 美帆 まんだい　みほ 川崎医療福祉大学



第５４回全日本大学個人選手権大会・参加選手名簿（男子・Aシフト）　

No. 選手名 ふりがな 大学名

1 福田 凌大 ふくだ　りょうた 流通経済大学

2 岩本 夢有人 いわもと　むうと 群馬パース大学

3 清水 嵐太 しみず　あらた 上武大学

4 佐藤 龍生 さとう　りゅうせい 千葉工業大学

5 大石 莉央 おおいし　りお 専修大学

6 吉江 奈津希 よしえ　なつき 金沢学院大学

7 宮谷 拓海 みやたに　たくみ 金沢学院大学

8 山本 太陽 やまもと　たいよう 金沢工業大学

9 佐藤 宇宙 さとう　そら 東海学園大学

10 大笹 裕豊 おおささ　ひろと 愛知大学

11 小林 本気 こばやし　もとき 大阪国際大学

12 松田 健吾 まつだ　けんご 神戸学院大学

13 上村 弥奨 うえむら　やすけ 静岡大学

14 山本 智哉 やまもと　ともや 近畿大学

15 荒川 俊介 あらかわ　しゅんすけ 広島工業大学

16 井上 駿 いのうえ　しゅん 広島工業大学

17 今村 蒼太 いまむら　そうた 西日本工業大学

18 吉田 敦 よしだ　あつし 聖カタリナ大学

19 朝日奈 壮風 あさひな　そう 松山大学

20 木原 優介 きはら　ゆうすけ 九州共立大学

21 福原 尊 ふくはら　たける 東亜大学

22 德久 恵大 とくひさ　けいた 長崎国際大学

23 中川 龍成 なかがわ　りゅうせい 崇城大学

24 前田 一樹 まえだ　かずき 東海大学

25 久冨木 広 くぶき　こう 志學館大学

26 松野 陽大 まつの　ようた 東北学院大学

27 加藤 諒 かとう　りょう 東北学院大学

28 小山田 大亮 おやまだ　だいすけ 青森中央学院大学

29 前田 徹 まえだ　てつ 青森中央学院大学

30 石田 智輝 いしだ　ともき 青森中央学院大学



第５４回全日本大学個人選手権大会・参加選手名簿（男子・Aシフト）　

No. 選手名 ふりがな 大学名

31 千田 祐太 ちだ　ゆうた 千葉商科大学

32 能呂 孔策 のろ　こうさく 千葉商科大学

33 前原 虎太郎 まえはら　こたろう 千葉商科大学

34 清水 駿 しみず　しゅん 獨協大学

35 岡田 海人 おかだ　かいと 獨協大学

36 宮下 皓志 みやした　こうじ 早稲田大学

37 蝦名 琉羽 えびな　りゅう 工学院大学

38 赤峰 隼 あかみね　しゅん 法政大学

39 田中 玲羽 たなか　りょう 法政大学

40 福田 翔大 ふくだ　しょうた 文教大学

41 森田 健斗 もりた　けんと 神奈川大学

42 古澤 麗知 こざわ　れいち 芝浦工業大学

43 林 元輝 はやし　げんき 名古屋産業大学

44 小林 海翔 こばやし　かいと 名古屋産業大学

45 前田 剛志 まえだ　つよし 京都産業大学

46 田口 智博 たぐち　ちひろ 京都産業大学

47 谷口 創 たにぐち　そう 京都産業大学

48 田坪 歩輝 たつぼ　いぶき 京都大学

49 君﨑 遥斗 きみざき　はると 京都大学

50 土居下 雄平 どいした　ゆうへい 近畿大学

51 佐藤 弘崇 さとう　ひろたか 近畿大学

52 斉藤 翔 さいとう　しょう 同志社大学

53 田中 雄大郎 たなか　ゆうたろう 同志社大学

54 小西 開道 こにし　かいどう 佛教大学

55 辻 元太 つじ　げんた 佛教大学

56 木原 陸 きはら　りく 岡山商科大学

57 南 玲良 みなみ　あきら 岡山商科大学

58 西山 光一 にしやま　こういち 川崎医療福祉大学

59 中里 隆和 なかざと　りゅうわ 沖縄国際大学

60 中里 隆星 なかざと　りゅうせい 沖縄国際大学



第５４回全日本大学個人選手権大会・参加選手名簿（男子・Bシフト）　

No. 選手名 ふりがな 大学名

1 尾高 翔太 おだか　しょうた 北海道大学

2 奈良 悠介 なら　ゆうすけ 釧路公立大学

3 井上 龍太朗 いのうえ　りゅうたろう 日本体育大学

4 柴山 竜吾 しばやま　りゅうご 法政大学

5 橘内 誠吾 きつない　せいご 法政大学

6 小川 諒也 おがわ　りょうや 国士舘大学

7 彦坂 凜 ひこさか　りん 名古屋学院大学

8 沼田 歩輝 ぬまた　あゆき 中京大学

9 野田 廉斗 のだ　れんと 愛知淑徳大学

10 濵内 眸 はまうち　つぶら サイバー大学

11 星野 弘成 ほしの　こうせい 福岡歯科大学

12 山本 泰生 やまもと　たいせい 西日本工業大学

13 近藤 佑磨 こんどう　ゆうま 福岡工業大学

14 佐々木 諒 ささき　りょう 青森中央学院大学

15 石岡 大空 いしおか　そら 青森中央学院大学

16 気田 拓海 けた　たくみ 青森中央学院大学

17 中村 祐麻 なかむら　ゆうま 青森中央学院大学

18 齋藤 洸和 さいとう　ひろかず 青森中央学院大学

19 吉原 正明 よしはら　まさあき 青森中央学院大学

20 髙橋 雄士朗 たかはし　ゆうしろう 慶應義塾大学

21 癸生川 直樹 けぶかわ　なおき 慶應義塾大学

22 山口 勇大 やまぐち　ゆうた 慶應義塾大学

23 石井 清之助 いしい　せいのすけ 慶應義塾大学

24 内野 稔 うちの　みのる 千葉商科大学

25 佐藤 陽生 さとう　はるき 千葉商科大学

26 長谷川 広貴 はせがわ　ひろき 千葉商科大学

27 田中 智也 たなか　ともや 千葉商科大学

28 榊 翔大 さかき　しょうた 千葉商科大学

29 岩瀬 智大 いわせ　ともひろ 千葉商科大学

30 萩原 拓海 はぎはら　たくみ 東海大学

31 新田 涼太 にった　りょうた 東海大学

32 高木 宏祐 たかぎ　こうすけ 東海大学

33 高橋 拳 たかはし　けん 東海大学

34 北里 春希 　きたざと　はるき 東京大学

35 白石 遼太郎 しらいし　りょうたろう 東京大学

36 須藤 大治 すどう　だいち 東京大学

37 岩井 俊輔 いわい　しゅんすけ 東京工科大学

38 田窪 一翔 たくぼ　かずと 東京工科大学

39 馬場 晴也 ばば　せいや 東京工科大学

40 嶋先 秀守 しまさき　ひでもり 獨協大学

41 中川 雄貴 なかがわ　ゆうき 獨協大学

42 伊藤 樹宏 いとう　みきひろ 獨協大学

43 伊藤 匠海 いとう　たくみ 関東学院大学

44 増田 啓佑 ますだ　けいすけ 関東学院大学

45 佐藤 雄偉 さとう　ゆうい 東京電機大学



第５４回全日本大学個人選手権大会・参加選手名簿（男子・Bシフト）　

No. 選手名 ふりがな 大学名

46 岸野 太樹 きしの　たいじゅ 東京農業大学

47 前田 尚輝 まえだ　なおき 愛知工業大学

48 今井 悠太 いまい　ゆうた 愛知工業大学

49 恩田 隼太朗 おんだ　しゅんたろう 愛知工業大学

50 村瀬 竣哉 むらせ　しゅんや 名古屋産業大学

51 山田 裕汰 やまだ　ゆうた 名古屋産業大学

52 辻井 裕大 つじい　ゆうた 名古屋産業大学

53 大藪 信太郎 おおやぶ　しんたろう 名古屋産業大学

54 瀬戸 翔 せと　かける 名古屋産業大学

55 西田 亮太 にしだ　りょうた 京都産業大学

56 立花 和貴 たちばな　かずき 京都産業大学

57 寺地 真輝 てらじ　まさき 京都産業大学

58 土井 洸季 どい　こうき 京都産業大学

59 石川 巧真 いしかわ　たくま 京都産業大学

60 林 悠登 はやし　ゆうと 京都産業大学

61 中川 龍輝 なかがわ　りゅうき 京都産業大学

62 立花 聖 たちばな　しょう 京都大学

63 佐藤 友哉 さとう　ともや 京都大学

64 津田 遥音 つだ　はると 京都大学

65 稲垣 颯太 いながき　そうた 京都大学

66 福島 尚樹 ふくしま　なおき 京都大学

67 竹田 勇人 たけだ　はやと 近畿大学

68 山崎 大生 やまさき　たいせい 近畿大学

69 大橋 昂生 おおはし　こうき 近畿大学

70 新舎 拓巳 しんしゃ　たくみ 同志社大学

71 吉田 尚平 よしだ　しょうへい 同志社大学

72 松本 春樹 まつもと　はるき 同志社大学

73 岡田 将明 おかだ　しょうへい 同志社大学

74 光村 栄祐 みつむら　えいすけ 佛教大学

75 門井 健龍 かどい　たける 佛教大学

76 紫谷 洸成 しばたに　こうせい 佛教大学

77 山口 憧 やまぐち　しょう 岡山大学

78 寺尾 隼 てらお　はやと 岡山大学

79 井上 駿 いのうえ　しゅん 岡山大学

80 廣橋 涼太 ひろはし　りょうた 岡山大学

81 大園 琢矢 おおぞの　たくや 岡山商科大学

82 川下 祐生 かわした　ゆう 岡山商科大学

83 小松 侑誠 こまつ　ゆうせい 岡山商科大学

84 中尾 佑輝 なかお　ゆうき 岡山商科大学

85 光﨑 脩 みつざき　しゅう 岡山商科大学

86 登川 陸 のぼりかわ　りく 沖縄国際大学

87 新垣 夏輝 しんがき　なつき 沖縄国際大学

88 西島本 有生 にししまもと　ゆうき 沖縄国際大学

89 比嘉 巧真 ひが　たくま 沖縄国際大学

90 仲間 保人 なかま　やすと 沖縄国際大学


