
A B
発表順 開始時刻 大学名 先生名(敬称略) チーム名 発表順 開始時刻 大学名 先生名(敬称略) チーム名

受付：9:20~9:30 第1部 受付：9:20~9:30 第1部
10:00~10:10 第1部開会式 10:00~10:10 第1部開会式

1 10:10~10:30 高千穂大学 庄司真人 高千穂第三男子高校 1 10:10~10:30 國學院大學 根岸毅宏 根岸ゼミ佐藤チーム

2 10:30~10:50 麗澤大学 中島真志 中島ゼミBチーム 2 10:30~10:50 文京学院大学 馬渡一浩 ぴった班

3 10:50~11:10 中央大学 三浦俊彦 三浦ゼミ1班 3 10:50~11:10 東洋大学 中野剛治 中野ゼミチームC
休憩 休憩

4 11:30~11:50 文京学院大学 渡部吉昭 渡部ゼミナール8期 Team East 4 11:30~11:50 横浜市立大学 柴田典子 パオズ

5 11:50~12:10 城西大学 庭田文近 庭田ゼミ 小川町班 5 11:50~12:10 創価大学 安田　賢憲 チームDICE
6 12:10~12:30 高崎経済大学 佐藤公俊 公俊ゼミAチーム 6 12:10~12:30 立正大学 小林隆史 小林隆史ゼミCチーム

12:30~12:40 第1部閉会式 12:30~12:40 第1部閉会式

受付：13:40~13:50 第2部 受付：13:40~13:50 第2部
14:20~14:30 第2部開会式 14:20~14:30 第2部開会式

7 14:30~14:50 神奈川大学 行本正基 Zgene 7 14:30~14:50 横浜市立大学 藤﨑晴彦 藤崎ゼミグループA
8 14:50~15:10 立正大学 小林隆史 焼肉とたれ〜そして米〜 8 14:50~15:10 日本大学 東るみ子 完全燃焼

9 15:10~15:30 國學院大學 櫻井潤 ホリーと愉快な仲間たち 9 15:10~15:30 國學院大學 櫻井潤 おにぎり温めますか？🍙
休憩 休憩

10 15:50~16:10 東洋大学 中野剛治 中野ゼミBチーム 10 15:50~16:10 立正大学 高橋俊一 高橋ゼミA班
11 16:10~16:30 日本大学 川野克典 チームB 11 16:10~16:30 日本大学 芝村良 四代目 SHIBAMURA SEVEN
12 16:30~16:50 専修大学 徐一睿 徐ゼミAチーム 12 16:30~16:50 神奈川大学 行本勢基 チームショウナン

16:50~17:00 第2部閉会式 16:50~17:00 第2部閉会式

C D
発表順 開始時刻 大学名 先生名(敬称略) チーム名 発表順 開始時刻 大学名 先生名(敬称略) チーム名

受付：9:35~9:45 第1部 受付：9:35~9:45 第1部
10:15~10:25 第1部開会式 10:15~10:25 第1部開会式

1 10:25~10:45 日本大学 東るみ子 MINK 1 10:25~10:45 日本大学 孫徳峰 孫ゼミチーム

2 10:45~11:05 専修大学 徐一睿 徐ゼミBチーム 2 10:45~11:05 高千穂大学 小林康一 小林ゼミAチーム

3 11:05~11:25 駒澤大学 松田健 松田ゼミAチーム 3 11:05~11:25 獨協大学 岡部康弘 寝落ち

休憩 休憩

4 11:45~12:05 立正大学 川口真一 川口ゼミBチーム 4 11:45~12:05 文京学院大学 新田都志子 SKS
5 12:05~12:25 日本大学 柴田明 柴田ゼミKチーム 5 12:05~12:25 日本大学 木下征彦 木下ゼミ　ぶらしゃ

6 12:25~12:45 神奈川大学 行本勢基 fitness 6 12:25~12:45 立正大学 近藤大輔 近藤ゼミC班

12:45~12:55 第1部閉会式 12:45~12:55 第1部閉会式

受付：13:55~14:05 第2部 受付：13:55~14:05 第2部
14:35~14:45 第2部開会式 14:35~14:45 第2部開会式

7 14:45~15:05 東洋大学 中野剛治 中野ゼミDチーム 7 14:45~15:05 中央大学 三浦俊彦 三浦ゼミ2班
8 15:05~15:25 文京学院大学 草野 千秋 草野ゼミ島田チーム 8 15:05~15:25 明海大学 岡村龍輝 クルル

9 15:25~15:45 高千穂大学 庄司真人 庄司ゼミ2班 9 15:25~15:45 立教大学 關智一 MUUSAR

休憩 休憩

10 16:05~16:25 立正大学 近藤大輔 近藤ゼミDチーム 10 16:05~16:25 神奈川大学 行本勢基 Willness
11 16:25~16:45 中央大学 鬼丸朋子 アヴァターラ 11 16:25~16:45 杏林大学 半田英俊 杏林FC
12 16:45~17:05 駒澤大学 各務洋子 ALL TIME HIGH 12 16:45~17:05 東洋大学 竹内亮介 ガーベラ

17:05~17:15 第2部閉会式 17:05~17:15 第2部閉会式

E F
発表順 開始時刻 大学名 先生名(敬称略) チーム名 発表順 開始時刻 大学名 先生名(敬称略) チーム名

受付：9:50~10:00 第1部 受付：9:50~10:00 第1部
10:30~10:40 第1部開会式 10:30~10:40 第1部開会式

1 10:40~11:00 文京学院大学 馬渡一浩 馬渡ゼミちーはん 1 10:40~11:00 文京学院大学 馬渡一浩 ぺってぃ

2 11:00~11:20 創価大学 安田賢憲 安田ゼミチームSpica 2 11:00~11:20 日本大学 秋川卓也 食品ロス班

3 11:20~11:40 城西大学 庭田文近 庭田ゼミ坂戸チーム 3 11:20~11:40 法政大学 近能善範 近能ゼミAチーム

休憩 休憩

4 12:00~12:20 白鴎大学 飛田幸宏 小山かもめチーム 4 12:00~12:20 高千穂大学 小林　康一 小林ゼミBチーム

5 12:20~12:40 獨協大学 岡部康弘 suntsy 5 12:20~12:40 獨協大学 岡部康弘 うたたね

6 12:40~13:00 日本大学 秋川卓也 ジェンダー物流班 6 12:40~13:00 文京学院大学 渡部吉昭 渡部ゼミナール8期 チームWest
13:00~13:10 第1部閉会式 13:00~13:10 第1部閉会式

受付：14:10~14:20 第2部 受付：14:10~14:20 第2部
14:50~15:00 第2部開会式 14:50~15:00 第2部開会式

7 15:00~15:20 高千穂大学 庄司真人 庄司ゼミ4班 7 15:00~15:20 東洋大学 竹内亮介 いうぺいうーふぁん実行委員会

8 15:20~15:40 神奈川大学 浦上拓也 浦上ゼミXチーム 8 15:20~15:40 杏林大学 半田英俊 わんチーム

9 15:40~16:00 日本大学 髙井透 髙井ゼミナールAチーム 9 15:40~16:00 高崎経済大学 佐藤公俊 佐藤公俊ゼミナール Bチーム

休憩 休憩

10 16:20~16:40 高崎経済大学 藻利衣恵 藻利ゼミA班 10 16:20~16:40 神奈川大学 浦上拓也 浦上ゼミBチーム

11 16:40~17:00 明星大学 中島洋行 ニーゴ 11 16:40~17:00 日本大学 柴田　明 柴田ゼミIチーム

12 17:00~17:20 立正大学 小林隆史 小林隆史ぜみAチーム 17:00~17:10 第2部閉会式

17:20~17:30 第2部閉会式

G H
発表順 開始時刻 大学名 先生名(敬称略) チーム名 発表順 開始時刻 大学名 先生名(敬称略) チーム名

受付：10:05~10:15 第1部 受付：10:05~10:15 第1部
10:45~10:55 第1部開会式 10:45~10:55 第1部開会式

1 10:55~11:15 日本大学 木下征彦 チーム小木プロ 1 10:55~11:15 文京学院大学 新田都志子 NST5
2 11:15~11:35 東洋大学 中野剛治 中野ゼミAチーム 2 11:15~11:35 駒澤大学 各務洋子 睡眠監査委員会

3 11:35~11:55 國學院大學 櫻井潤 櫻井ゼミ4班 3 11:35~11:55 明海大学 岡村龍輝 岡村ゼミチーム１

休憩 休憩

4 12:15~12:35 法政大学 近能善範 近能ゼミBチーム 4 12:15~12:35 高崎経済大学 関根　雅則 関根ゼミA
5 12:35~12:55 立正大学 高橋俊一 高橋ゼミBチーム 5 12:35~12:55 高千穂大学 庄司真人 庄司ゼミ5班
6 12:55~13:15 日本大学 髙井透 髙井ゼミBチーム 6 12:55~13:15 日本大学 東るみ子 チーム日進月歩

13:15~13:25 第1部閉会式 13:15~13:25 第1部閉会式

受付：14:25~14:35 第2部 受付：14:25~14:35 第2部
15:05~15:15 第2部開会式 15:05~15:15 第2部開会式

7 15:15~15:35 駒澤大学 松田健 松田ゼミBチーム 7 15:15~15:35 神奈川大学 行本勢基 行本アニマルズ

8 15:35~15:55 立正大学 近藤大輔 近藤ゼミE班 8 15:35~15:55 立正大学 川口真一 川口ゼミCチーム

9 15:55~16:15 杏林大学 半田英俊 半田ゼミチームMUSASHINOSHI 9 15:55~16:15 國學院大學 櫻井潤 櫻井ゼミ二班

休憩 休憩

10 16:35~16:55 高崎経済大学 関根　雅則 関根ゼミB 10 16:35~16:55 日本大学 柴田明 柴田ゼミAチーム

11 16:55~17:15 麗澤大学 中島真志 中島ゼミAチーム 11 16:55~17:15 立正大学 近藤大輔 B班
12 17:15~17:35 高崎経済大学 佐藤公俊 買い物弱者を助け隊 12 17:15~17:35 明星大学 中島洋行 ホトトギス

17:35~17:45 第2部閉会式 17:35~17:45 第2部閉会式

I J
発表順 開始時刻 大学名 先生名(敬称略) チーム名 発表順 開始時刻 大学名 先生名(敬称略) チーム名

受付：10:20~10:30 第1部 受付：10:20~10:30 第1部
11:00~11:10 第1部開会式 11:00~11:10 第1部開会式

1 11:10~11:30 高千穂大学 齋藤典晃 メタバース班 1 11:10~11:30 東洋大学 竹内亮介 おふろチョア

2 11:30~11:50  創価大学 西浦昭雄 TEAM PUMPKIN 2 11:30~11:50 城西大学 庭田文近 庭田ゼミ　越生町班

3 11:50~12:10 高崎経済大学 関根雅則 関根ゼミCチーム 3 11:50~12:10 神奈川大学 行本勢基 ゆにこーん

休憩 休憩

4 12:30~12:50 立正大学 近藤大輔 F班 4 12:30~12:50 明星大学 中島洋行 インナー大会実行委員リスペクト

5 12:50=13:10 日本大学 小島智恵子 ALL小島ゼミ 5 12:50=13:10 立正大学 小林 隆史 小林隆史Bチーム

6 13:10~13:30 横浜市立大学 藤崎晴彦 藤崎ゼミBチーム 6 13:10~13:30 高千穂大学 庄司真斗 庄司ゼミ1班
13:30~13:40 第1部閉会式 13:30~13:40 第1部閉会式

受付：14:40~14:50 第2部 受付：14:40~14:50 第2部
15:20~15:30 第2部開会式 15:20~15:30 第2部開会式

7 15:30~15:50 神奈川大学 行本勢基 ゆきもっちゃん 7 15:30~15:50 立正大学 近藤 大輔 近藤ゼミA班
8 15:50~16:10 日本大学 秋川卓也 化粧品ロス班 8 15:50~16:10 日本大学 川野克典 ゴートなトリオ

9 16:10~16:30 國學院大學 根岸毅宏 Takehiro 9 16:10~16:30 高崎経済大学 藻利衣恵 藻利ゼミBチーム

休憩 休憩

10 16:50~17:10 神奈川大学 浦上拓也 浦上ゼミXYZ 10 16:50~17:10 文京学院大学 新田都志子 みるふぃーゆ

11 17:10~17:30 駒澤大学 各務洋子 KeyStory 11 17:10~17:30 中央大学 三浦俊彦 三浦ゼミ3班
12 17:30~17:50 立正大学 川口真一 川口ゼミAチーム 12 17:30~17:50 立教大学 關智一 Infini

17:50~18:00 第2部閉会式 17:50~18:00 第2部閉会式


