
1ブロック　林（駒澤１） 9ブロック 17ブロック 片桐（農工３） 25ブロック 33ブロック　山根（専修１） 41ブロック 49ブロック　木幡（創価３） 57ブロック　不動（学習院２）
柳田(神奈川2) 西村(東大3) 椎野(東工大3) 陳(早稲田2) 古家(法政2) 大橋(茨城2) 江藤(明治4) 村口(早稲田2)
阿部(理大理工3) 朴木(電通2) 横田(東大1) 原田(獨協2) 狩野(駒澤4) 根津(東大3) 村井(法政2) 首藤(駒澤2)
玉置（慶應１） 山本(千葉4) 金澤（専修１） 村田（芝浦１） 征矢(早稲田1) 寺園(理大理工2) 橋本(中央1) 山中（理科大１）
2ブロック 10ブロック 18ブロック 26ブロック 34ブロック 42ブロック 50ブロック 58ブロック
神戸(東大3) 宇田(早稲田3) 遠藤(中央3) 田中(立教3) 戸田(神奈川3) 佐久間(明治3) 土屋(千葉工業2) 小山(日大2)
山崎(学習院3) 清水(農大2) 太刀岡（慶應１） 大木戸(日大4) 吉岡(筑波2) 石井(理科大3) 柳沼(茨城4) 御牧（慶應2）
小田切（日大３） 岩片（芝浦２） 小林(早稲田1) 川上(東大1) 田中（日大２） 有賀（東工大１） 矢野(早稲田1) 白石(東大1)
3ブロック 11ブロック　加藤（学習院２） 19ブロック　小鉢（都市大３） 27ブロック 35ブロック 43ブロック 51ブロック 59ブロック
木下(中央2) 熊谷(法政3) 清宮(早稲田2) 佐々木(東大4) 吉原(中央4) 武縄(東大3) 倉林(獨協3) 倉井(早稲田2)
高橋(明治2) 古屋(理科大3) 宮﨑(学習院4) 関口（慶應３） 田中(一橋2) 安藤(理科大2) 黒田(農大2) 山崎(駒澤2)
津田(早稲田1) 大槻（芝浦３） 渡辺(一橋4) 仁木（青学４） 若木(神奈川1) 篠田（芝浦２） 用品(神奈川1) 野山(横国3)
4ブロック 12ブロック 20ブロック 28ブロック 36ブロック 44ブロック 52ブロック 60ブロック
田島(神奈川2) 武藤(電機3) 武田(東洋2) 土屋(一橋3) 在原(大東文化2) 樋園(早稲田2) 石橋(早稲田2) 野依(東大4)
川越(筑波2) 山上(農大3) 桜(東大2) 市川(理科大4) 仲津留(早稲田3) 大野(農大3) 高濱（日大３） 上迫(筑波3)
大塚(横国3) 門田(横国2) 竹口（理科大１） 竹内（広）(早稲田1) 丹野(日大1) 多々野（東邦１） 佐藤(東大1) 勝田(学習院3)
5ブロック 13ブロック 21ブロック 29ブロック　荒川（駒澤１） 37ブロック 45ブロック 53ブロック　吉田（創価２） 61ブロック
松尾(早稲田3) 白鳥(早稲田3) 長谷川(中央2) 野中(中央4) 吉田（新）(早稲田3) 中野(早稲田3) 岩城(早稲田2) 小池(埼玉2)
齋藤(青学3) 阿久津(大東文化1) 鈴木(首都大2) 狩野(東海3) 塩田(電通2) 富久(青学2) 幸喜(法政1) 平田(立教2)
池田(横国3) 清水(千葉4) 古寺（日大3） 結城(神奈川1) 小林（理科大３） 竹田（神奈川１） 細谷（理科大１） 吉田(東大1)
6ブロック 14ブロック 22ブロック 30ブロック 38ブロック 46ブロック 54ブロック 62ブロック
光内（慶應2） 古内(理科大3) 吉田（剛）(早稲田3) 宮嶋(青学2) 里見(法政3) 三村(電機3) 加藤(東大2) 粟屋(理科大2)
日高(中央1) 中尾(東大2) 木村(駒澤2) 高橋（慶應3） 石川(専修3) 須田(首都大2) 金丸(青学2) 今井(早稲田2)
吉原(東大1) 日下（湘南１） 笠原（慶應１） 出口(早稲田1) 野村（慶應１） 安達(東大1) 田山(日大2) 大橋（横国４）
7ブロック 15ブロック 23ブロック　中村（学習院２） 31ブロック　山本（埼玉１） 39ブロック　鶴見（電通１） 47ブロック 55ブロック 63ブロック
森本(東大2) 須永(明治2) 樋口(東大2) 青木(北里3) 中山(神奈川3) 渡辺(神奈川4) 熊谷(中央4) 椋田（日大3）
磯野(早稲田2) 伊藤(日大2) 塩見(農工2) 稲永(理大理工3) 田中(法政2) 井上(埼玉3) 小泉(東工大3) 西(学習院3)
小西（日大1) 三瓶(早稲田1) 内田(早稲田1) 田邊（青学３） 角田(東大1) 吉岡（中央１） 北原（専修１） 弓田(一橋4)
8ブロック 16ブロック 24ブロック 32ブロック 40ブロック 48ブロック 56ブロック 64ブロック
増永(法政3) 嶋村(東大2) 根本(明治2) 石川(東大3) 岡本(学習院2) 小国(東工大3) 辻(茨城2) 古賀(創価3)
岩堀(茨城2) 藤田(農工2) 阿部(駒澤3) 佐倉(中央2) 後藤（もの2 ） 岡田(東大1) 池本(早稲田2) 瀬田（慶應3）
上田(神奈川1) 中根（理科大１） 大井(千葉4) 難波(早稲田1) 石原（日大２） 矢口（明治１） 秋月(東大1) 秋本(早稲田1)



65ブロック 73ブロック　田久保（首都大１） 81ブロック 89ブロック　揚出（駒澤３） 97ブロック
大貫(明治2) 小田島(明治4) 中谷(日大3) 荻野(明治2) 金井(日大2)
野澤(法政2) 雑賀(理科大3) 吉村(早稲田2) 森永（慶應１） 大橋(神奈川1)
清水(東洋1) 田中(横国2) 丸子（國學院３） 後藤（中央１） 成清（明治１）
66ブロック 74ブロック 82ブロック 90ブロック 98ブロック
田邉(神奈川3) 奥村(日大3) 市川(神工2) 淡路(東大3) 相良(早稲田2)
永野(東大2) 朝妻(早稲田3) 北山(東大3) 國井(日大2)
余田（慶應３） 山口（中央１） 渡辺（法政３） 佐久間(千葉1)
67ブロック 75ブロック 83ブロック 91ブロック　中西（埼玉１） 99ブロック
石本(法政3) 尾崎(青学2) 椎名(明治3) 谷澤(理科大3) 大平(明治4)
西(専修3) 宮越(東海2) 吉津(早稲田2) 岡田(東大2) 吉澤(埼玉4)
田中（関東学院３） 前田（東洋４） 日高(東大1) 大石（慶應１） 遠藤（慶應２）
68ブロック 76ブロック 84ブロック 92ブロック 100ブロック
工藤(埼玉4) 大庭(中央2) 森(中央3) 齊藤(理大理工2) 竹井（東大4）
中山(東大2) 小宮(横国2) 竹村(法政3) 平野(早稲田3)
井口（芝浦２） 藤岡(東大1) 四十崎（慶應１） 並木(立教2)
69ブロック 77ブロック　國島（首都大１） 85ブロック　佐藤（首都大１） 93ブロック
白石(埼玉3) 中里(獨協2) 宮本(創価3) 安西(東大4)
久朗津(首都大3) 岡本(駒澤3) 日比野(理大理工2) 黒木(法政2)
秋山(國學院1) 大野（東工大１） 三木(東大1) 三好(早稲田1)
70ブロック 78ブロック 86ブロック 94ブロック
金田(明治3) 野﨑(理科大4) 大友(神奈川3) 田谷(明治5)
田中(東工大3) 庄野(電通2) 矢内(農工3) 深井(学習院2)
山崎（慶應２） 光信(東大1) 仲谷（明治１） 澤田（日大１）
71ブロック 79ブロック 87ブロック 95ブロック
小野塚(茨城2) 廣瀬(駒澤3) 渡邉(駒澤3) 福田(埼玉2)
小笠原(法政1) 多田(立教2) 吉武(立教2) 芹沢(首都大2)
堀脇（明治1) 杵鞭(千葉2) 井戸崎(早稲田1) 一方井（慶應１）
72ブロック 80ブロック 88ブロック 96ブロック
清水(一橋3) 地田(日大4) 田中（慶應３） 宮﨑（千葉2）
一柳(東大2) 瀬川（慶應２） 高木(中央3)
田中（専修１） 竹内（大）(早稲田1) 松崎（農大２）


