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1 長島　徳幸 法政大学 津江　碧 早稲田大学 森　翔一 日本大学 柳岡　はるか 法政大学 堀川　こず恵 日本体育大学 福島　史帆実 法政大学
2 東　哲平 法政大学 山田　優 日本大学 中島　哲雄 中央大学 相澤　さつき 日本大学 古田　彩稀 立命館大学 浦野　夏菜 中京大学
3 佃　史成 日本大学 北村　直之 日本大学 吉田　健人 法政大学 安田　有希 日本大学 古俣　潮里 明治大学 木村　毬乃 法政大学
4 船本　誠志郎 日本大学 水口　紘希 中央大学 張眞　龍太 専修大学 福田　優香 日本女子体育大学 山田　あゆみ 日本大学 三好　茉莉子 日本大学
5 大石　利樹 法政大学 吉沢　有紀 法政大学 永田　崚 日本大学 堀　茜音 同志社大学 大石　栞菜 法政大学 百崎　千裕 専修大学
6 伊藤　真 日本大学 谷口　琢弥 専修大学 丹代　翔 法政大学 真田　玲菜 法政大学 横井　七恵 日本大学 味岡　祐奈 中京大学
7 佐野　多加文 中央大学 成田　遼介 日本大学 古川　信清 日本大学 濱野　万葉 中京大学 大迫　夏奈 日本体育大学 川島　瑞月 関西学院大学
8 高阪　一世 中央大学 藤倉　陸 法政大学 松野　稔樹 朝日大学 久良知　美帆 法政大学 雜賀　由起 朝日大学 安冨　結 早稲田大学
9 加藤　祥 法政大学 武田　仁 慶應義塾大学 大崎　葵一 法政大学 高橋　風子 専修大学 黒木　夢 日本大学 小栗　千紗絵 日本大学
10 仙葉　恭輔 早稲田大学 中村　豪 法政大学 安藤　光平 法政大学 川村　理紗 専修大学 山村　彩和子 早稲田大学 朝居　由起 中京大学
11 櫻井　和巧 拓殖大学 簾内　長仁 中央大学 曽我　啓介 中央大学 西田　弥生 朝日大学 池田　五月 法政大学 栗本　ひかる 法政大学
12 新田　啓人 日本大学 島田　航也 防衛大学校 川浪　光輝 朝日大学 永瀬　夏帆 早稲田大学 鈴木　穂波 日本大学 池田　景 日本大学
13 佐々木　涼真 日本大学 佐々木　大 専修大学 佐藤　篤志 法政大学 砂山　文香 日本体育大学 山根　司 早稲田大学 佐藤　葵 東京女子体育大学

14 鈴木　一平 日本体育大学 加藤　祥 法政大学 甘粕　貴大 早稲田大学 山崎　衣里子 日本女子体育大学 難波　柚 中京大学 舟山　佳穂 早稲田大学
15 簾内　長仁 中央大学 坂野　守洸 明治大学 丹羽　研輔 朝日大学 川端　日登美 朝日大学 仁木　毬乃 東京女子体育大学 淺海　裕子 専修大学
16 道脇　啓太 明治大学 村越　優希 法政大学 高橋　優作 法政大学 三宅　杏奈 日本体育大学 菊池　有紗 関西学院大学 榎本　由衣 朝日大学
17 根橋　拓海 日本大学 小林　脩史 近畿大学 守屋　一教 明治大学 白峰　杏美 同志社大学 浦　祥子 青山学院大学 藤山　尚恵 同志社大学
18 田中　健人 慶應義塾大学 叶内　慶一 立教大学 秋末　彩道 関西大学 橋本　真由香 関西学院大学 高木　真由子 日本大学 田岡　志穂里 立命館大学
19 横山　覚 中央大学 野村　弘宣 立命館大学 馬場　重明 中京大学 馬場　絢子 日本体育大学 三角　理恵 関西学院大学 尾上　千尋 早稲田大学
20 北原　達也 早稲田大学 立岡　篤人 同志社大学 井川　椋介 専修大学 安部　夏帆 専修大学 渡辺　優香 関西学院大学 小藤　敦海 日本体育大学
21 古田　唯一郎 同志社大学 泉田　敦哉 中京大学 杉田　賢人 明治大学 川島　瑞月 関西学院大学 千葉　春菜 東京女子体育大学 佐々木　光 朝日大学
22 上田　拓弥 朝日大学 中川　凌 立命館大学 町田　拓哉 慶應義塾大学 山崎　有華 東京女子体育大学 池田　亜優 法政大学 丹野　亜美 東京女子体育大学

23 片倉　祥太 専修大学 諸永　弘 朝日大学 片岩　和紀 中央大学 岡部　夏奈 日本女子体育大学 佐久間　恵 青山学院大学 神田　真希子 早稲田大学
24 松山　大助 早稲田大学 西森　健太 早稲田大学 山口　慶吾 関西学院大学 村上　奈津季 学習院大学 伊藤　千尋 関西学院大学 中臺　志穂 中京大学
25 渡辺　忠明 慶應義塾大学 根元　靖 拓殖大学 平松　竜成 中京大学 山根　令 同志社大学 森　彩恵 専修大学 関　綾香 専修大学
26 山根　周祐 早稲田大学 新井　湧也 東京農業大学 中島　昴也 拓殖大学 渡辺　咲 早稲田大学 伊藤　由佳 早稲田大学 今野　優真 東京女子体育大学

27 島田　恭亘 関西大学 小野　弘貴 早稲田大学 山本　隼大 早稲田大学 高橋　伊吹 中京大学 奥村　美咲 明治大学 三宅　杏奈 日本体育大学
28 江川　元基 拓殖大学 高宮　新 慶應義塾大学 大内　拓徳 拓殖大学 格地　彩花 慶應義塾大学 佐久間　千暁 日本体育大学 佐々木　彩乃 日本体育大学
29 岩下　拓哉 立命館大学 淸川　晃宏 東京農業大学 大槻　達哉 法政大学 井戸　美咲 日本体育大学 小林　未来 東京女子体育大学 高橋　伊吹 中京大学
30 小林　悠也 近畿大学 土屋　良真 日本体育大学 山岡　珠子 明治大学 千葉　絢音 早稲田大学 杉本　かりん 朝日大学
31 河西　翔平 中央大学 奥村　祥大 早稲田大学 知花　沙希 日本大学 齋藤　美和 東京農業大学 鳴海　葵 同志社大学
32 佐藤　雄大 東京大学 江嶋　宏太 日本大学 川瀧　彩加 立命館大学 高木　杏菜 日本体育大学
33 華原　浩鷹 慶應義塾大学 佐々木　勇歩 早稲田大学 藤山　雪恵 同志社大学 谷　麻也夏 慶應義塾大学
34 戸田　顕崇 日本体育大学 江川　颯一 専修大学 能勢　みずき 同志社大学 谷口　佳那恵 朝日大学
35 門脇　佑斗 朝日大学 後藤　奏 京都府立大学
36 能勢　葉月 専修大学
37 川島　瑞月 関西学院大学
38 近藤　真帆 京都大学

2014/12/2

２０１４年　全日本選手権大会（個人戦）日学連推薦者名簿

　　FJE推薦者

MF ME MS WF WE WS


