
２月強化選考合宿参加者名簿
No 姓 名 所属 No 姓 名 所属
1 三村 敏玄 日本大学 1 宮田 知佳 立命館大学
2 栗原 誠和 日本大学 2 谷井 美恵 早稲田大学
3 池田 裕紀 日本大学 3 渋谷 美子 早稲田大学
4 武田 大作 ダイキ 4 晦日 尚子 早稲田大学
5 西本 絢也 立命館大学 5 小笠原 沙織 仙台大学
6 浜木 一也 立命館大学 6 殿川 葵 仙台大学
7 赤木 陸宏 東レ滋賀 7 岩本 亜希子 アイリスオーヤマ

8 西村 好道 東レ滋賀 8 大橋 杏つ実 関西電力小浜
9 濱本 裕志 東レ滋賀 9 望月 美岐 中部電力

10 高野 雄也 東レ滋賀 10 坂東 慧子 中部電力
11 川南 友樹 東レ滋賀 11 稀代 智美 明治安田生命
12 井須 大輔 東レ滋賀 12 藤阪 美由紀 明治安田生命
13 出原 勇太 東レ滋賀 13 福本 温子 明治安田生命
14 石田 誠 東レ滋賀 14 熊倉 美咲 戸田中央総合病院

15 溝辺 達也 東レ滋賀 15 林 真奈美 デンソー
16 大同 秀憲 関西電力美浜 16 川原田 絵美 デンソー
17 加藤 雄気 一橋大学 17 小西 志歩 デンソー
18 豊田 弘輝 一橋大学 18 東山 渚 ＴＢ物流サービス

19 中野 紘志 一橋大学 19 首藤 多佳子 愛媛県立今治北高等学校

20 清水 大輔 早稲田大学
21 小畑 信長 早稲田大学
22 田中 大誠 早稲田大学
23 大沼 茂彬 同志社大学
24 黒滝 啓介 京都大学
25 藪田 真也 京都大学
26 萩原 臨 法政大学
27 三浦 友之 仙台大学
28 西村 光生 仙台大学
29 庄司 文哉 仙台大学
30 菅井 竜介 仙台大学
31 別府 晃私 仙台大学
32 遠藤 光 仙台大学
33 小倉 啓吾 仙台大学
34 赤津 龍男 仙台大学
35 須田 貴浩 アイリスオーヤマ

36 大元 英照 アイリスオーヤマ

37 高井 良幸 中部電力
38 川浦 慎平 中部電力
39 澤津 貴弘 中部電力
40 西野 稔 中部電力
41 柴田 誠 唐橋ＲＣ
42 矢地 謙太郎 瀬田漕艇クラブ
43 中溝 健晴 明治安田生命
44 佐藤 芳則 明治安田生命
45 片岡 勇 明治安田生命
46 光岡 紘輔 明治安田生命
47 浜田 祐太 明治安田生命
48 湊 義徳 明治安田生命
49 岡山 理 明治安田生命
50 田立 健太 戸田中央総合病院

51 小畑 篤史 トヨタ紡織
52 東山 雄也 トヨタ紡織
53 小谷 健太 トヨタ紡織
54 塚本 章良 トヨタ紡織
55 橋本 悠生 トヨタ紡織
56 諏訪 倉一 ＮＴＴ東日本
57 西川 正芳 ＮＴＴ東日本
58 児玉 剛始 ＮＴＴ東日本
59 今井 裕介 ＮＴＴ東日本
60 岡本 和祥 ＮＴＴ東日本
61 荏畑 裕紀 トヨタ自動車


