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穴田善孝 内山健 蛯名航平 金子達海 金城拓 成瀬晃斗 宮川滉大 岩田俊太朗 瀧口敏広 服部遼太郎

福島成 五十嵐康平

厚木大地 荒川滉貴 草住晃之介 小菅将仁 佐藤創太 郷旭登 住田将 武沢一翔 真鍋幸祐 屋木俊也

新井太陽 種村光晟

３級審判員 関拓海 増澤陸斗 小野真稔 本多啓佑 辻岡拓真 佐々木龍生 大矢根真湖人 島崎裕也

結城将貴 若谷拓海 平河悠 平田和也 佐藤隆曉 安田正太郎 野村海 関口凱心 山川史 内田康平

本間陽己 深道也麻人 米野智大 山内隆矢 小田翔大 小澤舜也 田中大貴 吉田泰授 水野太陽 高橋クリス

船山蒼太 原颯汰 堀内大和

東京農業大学 ４級審判員 塩盛健太 細渕海 宗野椋太 平井琢夢 南部歩夢 藤井拓海 鈴木貫太郎 上野詩音 中本耕輔 千葉隆弘

３級審判員 出口陽介 坂寄優 酒井友郎 朝倉大翔

金子大晟 橋口凛樹 成田雄聖 田中将太 浜口直人 高橋泉伎 三好崇斗 貞廣大輔 真家元彦 ⾧谷川悠

小山竜二 熊田柊人 菊地和丸 山田千皓 麻生竜ノ介

相崎一慶 今井涼翔 勝俣侑大 渋谷康生 筒井爽 金澤翔磨 野島樹哉 南利昇哉 荻野稜央 中林敦也

吉田航 佐野太雅 横田紘己 丸山聡太郎 田口脩人

佐藤蒼太 菅野卓人 相馬海音 菅谷龍太 入澤勇介 酒匂駿斗 芹澤玲音 小須田雅人 小林大陸 徳本颯汰

齋藤留偉

３級審判員 佐保田凌太 坂井睦樹 小倉功大 池田達海 武井奎太 本間柊人

加藤健太 宮本大椰 栗原陸 綱島佑太 高木佑真 出雲路大輝 青木拓斗 相川立 村山勇平 大場小次郎

中村颯 中沢豪 島村龍太 藤井則天 富永夏喜 堀越岳 関根彰宏 新井竜己

３級審判員 村岡功敏

荒木理玖 鈴木紫雲 遠藤大輔 横山正司 中崎拓未 村松幹太 西見斗輝 守屋秀人 松田翼 武内秀和

中村悠希 小野壮太郎 田中亮汰 木村亮太

３級審判員 佐々木佑吏

４級審判員 人見祐作 大塚龍人 島田佑樹 大久保凜太郎 深谷新 前田歩夢 星建人 上條嶺

３級審判員 朴将虎 姜沢英 曺太一 韓勝康 金秀彰 康智洙 金泰煜 慎瀅範

柳裕元 柳昌亨 姜壱英 朴奎栄 金誠竜 梁龍世 金柱賢 金竜聖 池理駆 黄成義

金志顯 成済秀 呉忠赫 金正得

成蹊大学 ４級審判員 芥川和志 岩橋優汰 大峡龍冴 河野周平 櫻井花道 多川慶太 ⾧島宏樹 矢澤悠真 小林賢生

３級審判員 上野秀斗 東将太 鮎瀬英郎 大田楓 松本岳 吉本遼平 河渕貴行 立川玄 稲田創

４級審判員 田中秀樹 内田龍吾 久野健太 真鍋公介 伊藤真士 箕輪統 古野遼太 松井誠杜

２級審判員 川村航希

３級審判員 梶山晃太郎 根崎竜介 松村勇人 鴨下友哉 河野雄太

４級審判員 三藤哲慈 門屋将隆 ⾧田輝 大山諒 坂田涼 松井健豪 金本滉平 柏崎友哉

３級審判員 縄田海斗 添田裕也 堀内寛太 野村永遠 松本楓大

池田好泰 池田祐樹 坂本颯汰 屋宜優太 松井裕 ⾧渡彗汰 西原正人 上田輝 星洋考 渡辺尚樹

鶴田瑞樹 川上智也

３級審判員 戸塚陵介 七條拓 北西真之 佐川友規 藤井勇磨 太田悠斗 八田健吾

皆川開 加藤紘基 遠藤慎之介 澁谷亮佑 佐藤由都 宮津佑介 ⾧田陸 山本怜央 鈴木春平 森下昂

櫛田潤 山口健介 河原岳大 内藤昂平

３級審判員 深田龍熙

須田大登 古澤宝 浅子遥河 坂井田大輔 吉田航 金子将大 小平聡太郎 杉澤直也 田中秀知 箕輪一輝

石井辰彦 夏目泰樹 髙橋翔吾 谷直樹 清水孔賀 伊東和紀 ⾧大樹

武蔵大学 ４級審判員 叶田和也 一法師逸人 酒井陸成 廣瀬俊也 小納健太 藤田峻輔 櫻井優希

成城大学 ４級審判員 櫻井加州 神山裕太 黒川利羽葵 椎名大岳 渋谷隼平 奥津拓巳 藤川亮太 牧野雄介 山田悠 小暮裕太

東京都立大学 ４級審判員 浅見俊輔 東俊輔 髙橋勇人 内藤出 山田雄士 大橋玄器 荒田晃生 筒井康太朗 黒田峻裕

東京理科大学 ４級審判員 大岩優斗 秋山博紀 小坂亮介 佐々木岳 小見悠斗 岩本嶺 名和大輝 相馬唯人 平野優貴 酒井康祐

金子黎音 安彦穂高 吉田桂樹 前島大樹 井上皓介 篠田柊真 河島雅己 小山歩 西尾龍乃介 浅野克仁

本告潤之介

４級審判員 田口暁大 寺倉慶 刑部陽佑 光本昂平 森光士郎 ⾧谷直樹

４級審判員

３級審判員

一橋大学
４級審判員

玉川大学
４級審判員

東京工業大学

学習院大学

朝鮮大学校
４級審判員

東京大学

東京学芸大学

１部1部

２部

2020 学生審判員一覧表　【10月１日時点】

３級審判員

山梨学院大学
４級審判員

大東文化大学

３級審判員

４級審判員

帝京大学
４級審判員

東京経済大学
４級審判員

國學院大學
４級審判員

上智大学

亜細亜大学
４級審判員
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３級審判員 渡邊峻介 鈴木翔 貝澤和樹 佐藤翔

４級審判員 川端大地 鈴木渚生 樹神伊吹 橋本将実

３級審判員 奥田光明 舟津聖揮

４級審判員 後藤和斗 日諸龍太 渡邊英之

３級審判員 要悠太

４級審判員 柴道諒眞 野村晟大 片方航平 谷村昂亮 杢代優

山梨大学 ４級審判員 荒岡樹 木村貴哉 川村直輝 伊藤岳

３級審判員 牧野雅明 志賀幸也 畠中敦規

４級審判員 佐々木謙太 加治駿佑 小林洋輔 窪田雄一郎

３級審判員 佐藤知徳 藤崎史矩 齋藤太助

４級審判員 渡辺慶太郎 藤田大智 磯島海斗 名倉崚馬 大崎海斗 川合裕太

日本大学生物資源科学部 ３級審判員 鐘ヶ江直樹 笠井翼 竹繁颯音 田村大地 日比俊

３級審判員 上間拓也 佐立翔太

４級審判員 小高幹陽 杉山喜望 増田泰河 岡田龍之介

３級審判員 鎌倉周平 清水雄輝 鈴木貴大 松下哲也 森口麟太郎

４級審判員 宮本開 菊地遼司 竹田大空 谷川雄太

３級審判員 雨宮大晋 田崎吏矩 鶴巻瑞樹 中原大輔 安田悠之輔

４級審判員 倉田敬悟 須崎輝 宗形春希 吉原紘大 韓真吾 吉田健司 渡部遼大 杉山拓也 中西玲

３級審判員 土屋元紀 能登谷理玖

４級審判員 岩倉由樹 遠藤颯人 小林恵也 浜名康生 菊岡怜司 吉武聖真

３級審判員 藁谷知輝 熊野堅互 平野健輔

４級審判員 阿部隆星 加藤大樹 鍋田航洋 花田龍星 山形倖平

３級審判員 須嵜和也

４級審判員 西村祐輝 立川祐樹

３級審判員 國廣喜央司 藤井祐樹 加藤彰吾

４級審判員 森田穣 奥隅幹太

３級審判員 小柳遼太朗

４級審判員 鈴木雅也 ⾧谷川大悟 中村海斗 弓野光太 佐藤佑紀

３級審判員 小澤友裕 内藤大貴 近藤央 高田遼見 今泉秀健

４級審判員 中村仁勇 小松勇斗 瀧口真太郎
クロフォードディ

ラン大和
高山翼 石田壮斗

３級審判員 石塚翔大 岡崎海大 小杉和暉 市ノ川和貴

４級審判員 木澤孔紀 古賀駿輝 嶋村魁士 外舘成輝 太古尚稀 山本幹太

３級審判員 君田力斗

上野直輝 石田遼 後藤宇宙 飯田岳斗 五十嵐雄大 佐藤弥咲 大塚裕斗 上田偉心 葛西圭汰 大津謙吾

菊地太輝 山下慎弥 村田海翔

明星大学

東京都市大学

工学院大学

東京海洋大学

北里大学

東京薬科大学

東京農工大学

都留文科大学

国際基督教大学

東京電機大学

４級審判員
日本文化大学

創価大学
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３部1部

４部1部

電気通信大学

東京外国語大学

桜美林大学

日本大学文理学部
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