
名前 所属 EカードNo 時刻 名前 所属 EカードNo 名前 所属 EカードNo 時刻 名前 所属 EカードNo

尾山 直駿 東京工業大学2年 レンタル 10:30 椎名 晃丈 東京大学1年 236023 八重樫　篤矢 東北大学2年 228189 10:30 風穴 周 Club阿闍梨 204891

大橋 遼 早稲田大学2年 222750 10:31 原田 慧吾 慶應義塾大学3年 502754 谷口　惠祐 東北大学2年 228188 10:31 伊東 博司 広島OLC 412475

中村 直暉 横浜国立大学2年 502753 10:32 安達 郁哉 筑波大学3年 レンタル 保苅　優 東北大学1年 236044 10:32 土屋 晴彦 愛知OLC 185208

森川 周 東京大学1年 196644 10:33 國方 敬史 千葉大学4年 220280 清水駿 東北大学1年 235939 10:33 大林 俊彦 大阪OLC 502619

石井 悠太 横浜国立大学3年 231934 10:34 稲垣 善太 早稲田大学4年 222754 髙本　育弥 東北大学3年 502873 10:34 井口 良範 高崎OLC レンタル

河渡 智史 筑波大学4年 レンタル 10:35 中野 喬博 東京大学4年 208386 吉田　亘希 北海道大学2年 レンタル 10:35 大野 政男 下野市OLC レンタル

生田 崚 関東学院大学1年 502500 10:36 村上 遼太 東京工業大学4年 501782 小田切佑樹 福島大学2年 210434 10:36 小林 重信 ときわ走林会 レンタル

掛巣 能仁 千葉大学4年 183094 10:37 三上 拓真 東京大学3年 221822 和田　亜里斗 東北大学1年 236037 10:37 桑山 朋巳 三河OLC 198872

小野 駿介 東京工業大学4年 233271 10:38 児玉 涼太 群馬大学2年 レンタル 山下　聡太 北海道大学1年 レンタル 10:38 青木 俊之 練馬OLC 410403

出原 優一 東京大学3年 236127 10:39 坂田 誠智 横浜国立大学1年 184846 佐藤 世帆 岩手大学2年 232066 10:39 豊島 利男 早大OC寿会 レンタル

島田 雄史 東京工業大学3年 220216 10:40 上村 太城 慶應義塾大学2年 502751 伊藤　光祐 東北大学2年 228343 10:40 宮崎 敦司 (無所属) 195995

今堀 仁誠 筑波大学4年 レンタル 10:41 種市 雅也 東京大学2年 231191 石田 尚大 岩手大学2年 231711 10:41 井上 仁 OLCレオ 172702

池田 大悟 早稲田大学2年 502613 10:42 磯邉 岳晃 千葉大学1年 169959 渡邊　大地 東北大学2年 228173 10:42 山本 賀彦 OLP兵庫 483429

坂梨 敬哉 慶應義塾大学4年 221971 10:43 椎名 渉 東京工業大学3年 501850 堀江　優貴 東北大学4年 200628 10:43 小泉 辰喜 東京OLクラブ 196185

岡本 洸彰 東京大学3年 221644 10:44 結城 大瑚 千葉大学3年 210478 坂本　健悟 東北大学1年 236038 10:44 町井 稔 長野県協会 483414

山本 洵哉 東京工業大学1年 209791 10:45 三好 将史 早稲田大学2年 502297 高橋 郁磨 岩手大学3年 231693 10:45 杉本 光正 ES関東クラブ 223040

小野寺 航 農工大学4年 189851 10:46 河本 将毅 東京大学3年 236128 丹治光太郎 福島大学2年 210655 10:46 齋藤 英之 川越OLC 210198

浜野 奎 慶應義塾大学3年 221515 10:47 伊藤 樹 横浜国立大学3年 221813 金子　哲士 東北大学1年 236043 10:47 五十嵐 則仁 横浜OLクラブ 210118

高柳 知朗 筑波大学1年 レンタル 10:48 冨山 稜真 千葉大学4年 228337 石森　晃 東北大学1年 235833 10:48 宇野 浩一 多摩OL レンタル

國分 英 東京大学3年 221774 10:49 田口 滉一 東京工業大学2年 レンタル 横山　裕晃 東北大学3年 200736 10:49 天明 英之 東京OLクラブ 412182

上島 浩平 慶應義塾大学3年 221880 10:50 山田 光輝 横浜国立大学2年 レンタル 山田　基生 東北大学1年 236150 10:50 木村 修 ES関東C レンタル

法月奏太 東京工業大学2年 レンタル 10:51 大石 征裕 農工大学1年 180792 須田真人 福島大学3年 210685 10:51 落合 公也 OLCルーパー 502670

濱宇津 佑亮 東京大学3年 221817 10:52 眞弓 拓馬 早稲田大学2年 レンタル 久米　悠介 東北大学2年 231592 10:52 荻田 育徳 OC⊿下野 401591

青野 綾介 筑波大学3年 レンタル 10:53 檜脇 悠輔 東京工業大学4年 233270 重石　尚樹 岩手大学4年 レンタル 10:53 角岡 明 三河OLC 198875

権守 歩斗 東京大学1年 189725 10:54 村山 泰眸 千葉大学1年 220279 瀧本優貴 福島大学4年 210645 10:54 荒井 正敏 多摩OL 198771

柳 康太 東京工業大学1年 レンタル 10:55 吉澤 雄大 慶應義塾大学4年 221759 井上　雄斗 東北大学3年 210735 10:55

平山 遼太 東京大学4年 208281 10:56 前田 典歩 筑波大学1年 レンタル 丸山　真輝 東北大学3年 211147 10:56

友田 雅大 早稲田大学4年 222763 10:57 藤田 純矢 東京工業大学2年 レンタル 松本　龍之介 北海道大学4年 レンタル 10:57

佐々木 啓彦 筑波大学1年 レンタル 10:58 瀧澤 修人 一橋大学4年 189809 西平　楽 東北大学1年 236042 10:58

竹内 元哉 東京大学4年 208156 10:59 有賀 裕亮 早稲田大学4年 222751 高松涼 福島大学3年 210594 10:59

堀川 晃太 東京工業大学1年 210029 11:00 青山 知史 筑波大学3年 レンタル 三多　祥太 北海道大学1年 レンタル 11:00 石戸谷枝美 福島大学3年 210901

角田 貴大 横浜市立大学4年 500349 11:01 殿垣 佳治 東京大学3年 221808 小泉　惇平 東北大学3年 200731 11:01 川又　美南 東北大学2年 228292

川名 竣介 農工大学2年 レンタル 11:02 茂原 瑞基 慶應義塾大学2年 233556 星　歩夢 東北大学1年 236026 11:02 進藤 緑里 岩手大学1年 504991

豊澤 義文 東京工業大学1年 レンタル 11:03 大田 将司 一橋大学3年 221607 荒井　純 東北大学1年 236140 11:03 一宮菜津美 宮城学院女子大学３年 210648

大鶴 啓介 東京大学1年 236021 11:04 江野 弘太朗 慶應義塾大学1年 196670 松本 陸 岩手大学2年 504987 11:04 若山 映令彩 岩手大学4年 レンタル

鳩 力乃介 筑波大学2年 レンタル 11:05 大久保 雄真 東京工業大学3年 501783 小林 亮太 岩手県立大学1年 504994 11:05 松岡　天音 東北大学4年 200702

加藤 岬 東京大学4年 208486 11:06 宮嶋 哲矢 千葉大学1年 210377 倉地　草太 北海道大学1年 レンタル 11:06 昆沙賀　菜々子 東北大学1年 236133

長井 健太 農工大学3年 レンタル 11:07 大屋 和貴 東京工業大学1年 209790 古屋　洸 東北大学2年 228241 11:07 木村　瑳月 東北大学1年 235940

池田 直樹 東京大学1年 236020 11:08 萱沼 優也 早稲田大学1年 502508 熊谷 新吉 岩手大学2年 レンタル 11:08 千賀 幸 岩手大学4年 レンタル

川田 将太 慶應義塾大学4年 220712 11:09 河野 貴大 東京工業大学1年 180505 上野　渉 東北大学3年 210892 11:09 小林　祐子 東北大学1年 236032

清水 直 東京大学3年 221753 11:10 小山 正伍 筑波大学1年 レンタル 三國　稔男 東北大学3年 210836 11:10 湯上　麻貴 北海道大学2年 レンタル

島津 仁 東京工業大学1年 210001 11:11 米沢 嘉彦 千葉大学4年 220278 伊藤啓太 福島大学2年 210422 11:11 諏訪　夏海 東北大学2年 228291

三瀬 遼太郎 早稲田大学2年 502198 11:12 日比 浩喜 東京大学1年 236049 岩﨑　正嗣 東北大学3年 210439 11:12 丁　子萌 東北大学4年 レンタル

櫻木 嵩斗 東京工業大学1年 180843 11:13 前畑 健人 筑波大学4年 220298 富岡　恒介 東北大学1年 236028 11:13 佐藤 あかり 岩手県立大学4年 220522

山川 登 東京大学2年 183075 11:14 森田 夏水 早稲田大学2年 183073 唐木　朋也 東北大学1年 236041 11:14 高橋　ひなの 東北大学3年 210432

中原 遼太 慶應義塾大学1年 196675 11:15 水流 尚樹 千葉大学1年 210479 池宮　大稀 東北大学2年 228276 11:15 齋藤 七彩 岩手大学2年 231720

木村 文岳 筑波大学2年 レンタル 11:16 大東 祐汰 東京大学4年 208436 関根　直紀 東北大学4年 200576 11:16 木本　円花 北海道大学2年 レンタル

桑原 恒平 東京工業大学4年 233378 11:17 清水 俊祐 慶應義塾大学2年 231723 斎藤　滉弥 東北大学2年 228242 11:17 長谷川　真子 東北大学4年 200593

奥田 陸 千葉大学2年 228338 11:18 松尾 怜治 東京大学4年 208555 勝木　康太 東北大学1年 236149 11:18 三好花奈 宮城学院女子大学４年 200701

深野 広大 慶應義塾大学3年 228239 11:19 谷野 文史 筑波大学1年 レンタル 龍堀　巧 東北大学1年 236151 11:19 青代　香菜子 東北大学2年 228280

櫻井 一樹 東京工業大学1年 501847 11:20 村井 智也 東京大学3年 221824 島松　龍矢 北海道大学3年 レンタル 11:20 吉武　もにか 北海道大学3年 レンタル

小川 詔太郎 電通大学3年 レンタル 11:21 大塩 耕平 筑波大学4年 レンタル 坂本　譲 東北大学4年 200537 11:21 伊東　加織 東北大学2年 228278

西田 成佑 東京大学3年 221931 11:22 高橋 英人 一橋大学1年 183070 邊見　侑也 東北大学2年 228243 11:22 渡邊 祐子 岩手大学1年 504993

朝倉 紗斗至 電通大学2年 レンタル 11:23 藤本 翔太 東京工業大学3年 220289 大野　弘人 北海道大学2年 レンタル 11:23 小林 美早紀 岩手大学3年 232007

粂 潤哉 東京大学4年 208314 11:24 渡辺 鷹志 慶應義塾大学2年 502762 宮崎　修平 東北大学1年 236137 11:24 伊佐野　はる香 東北大学3年 210419

松山 凌 横浜国立大学1年 184894 11:25 坂野 翔哉 東京理科大学4年 222759 佐藤　俊太郎 東北大学4年 200541 11:25 李 宗霏 北海道大学1年 レンタル

豊田 修矢 慶應義塾大学3年 196708 11:26 三浦 開登 東京工業大学1年 180782 梶川　俊介 東北大学3年 210730 11:26 臼井　沙耶香 東北大学3年 211004

石田 晴輝 東京大学2年 231456 11:27 伊藤 祐 筑波大学1年 レンタル 佐藤　誠也 東北大学3年 211118 11:27

澤村 健司 東京理科大学3年 502303 11:28 齋藤 佑樹 早稲田大学3年 222752 長岡　凌生 東北大学2年 228345 11:28

山田 翔太 千葉大学4年 210571 11:29 谷口 文弥 東京大学3年 221760 古村　淳吉 北海道大学2年 レンタル 11:29

北川 賢也 横浜市立大学3年 228238 11:30 斉藤 凌 東京工業大学4年 233272 石渡　望 東北大学1年 236039 11:30

高見澤 翔一 一橋大学2年 231082 11:31 小林 大悟 筑波大学4年 220406 周藤 裕 岩手大学3年 231992 11:31

豊田 伸平 東京大学3年 221926 11:32 浴 歩輝 東京工業大学1年 180781 今井　雅啓 北海道大学1年 レンタル 11:32

柴沼 健 早稲田大学3年 222758 11:33 後藤 和樹 一橋大学2年 231455 佐々木 海斗 岩手県立大学2年 レンタル 11:33

久保川 和馬 東京大学1年 236022 11:34 津田 卓磨 横浜国立大学1年 184871 鳥居　洸太 東北大学2年 228187 11:34

横山 司 筑波大学2年 レンタル 11:35 山田 大雅 中央大学1年 208554 飯田　司 東北大学1年 236029 11:35

大倉 崚吾 東京工業大学2年 レンタル 11:36 田中 翔大 東京大学4年 208495 菅原　晨太郎 東北大学2年 228172 11:36 高津 寿三鈴 Club阿闍梨 レンタル

橋本 直幸 筑波大学3年 レンタル 11:37 橋本 勇士 千葉大学1年 185375 北見　匠 東北大学2年 228245 11:37 小林 正子 ES関東C 221810

佐藤 健斗 横浜国立大学1年 184899 11:38 平野 光 東京大学4年 208305 青芳　龍 東北大学2年 228169 11:38 村越 久子 静岡OLC 483347

中原 惇太 農工大学4年 180830 11:39 小森 太郎 筑波大学4年 レンタル 塩平　真士 北海道大学3年 レンタル 11:39 服部 早苗 Club阿闍梨 レンタル

長江 有祐 東京大学2年 231452 11:40 樫森 康晴 東京工業大学1年 210004 田中　裕太郎 東北大学1年 236033 11:40 三井 由美 三河OLC 182166

久保田 皓貴 慶應義塾大学4年 196671 11:41 森山 凌佑 千葉大学1年 220386 村上　洸 東北大学3年 210889 11:41

天木 祐希 東京工業大学1年 180504 11:42 浅井 寛之 東京大学1年 236019 高橋　駿 東北大学2年 228284 11:42

大野 亘毅 筑波大学3年 レンタル 11:43 屋口 正鷹 早稲田大学1年 502597 湯浅　博晶 北海道大学2年 レンタル 11:43

田中 創士 横浜国立大学4年 222010 11:44 千葉 悠斗 横浜市立大学4年 レンタル 小平　修 東北大学3年 210741 11:44

宮本 樹 東京大学3年 185352 11:45 毛利 廣元 東京工業大学3年 220385 石川　拓武 東北大学2年 228175 11:45

大田 雄哉 慶應義塾大学2年 232423 11:46 川崎 翔 茨城大学3年 502617 堀江　直人 東北大学1年 236141 11:46 今泉 将 名大OLC 208249

海老原 稜大 一橋大学2年 231399 11:47 斉田 圭吾 東京大学4年 208536 種澤　遼太郎 東北大学2年 228171 11:47 石井 龍男 千葉OLK レンタル

小川 一真 早稲田大学1年 502493 11:48 三橋 武史 筑波大学4年 レンタル 福永　貴弘 東北大学3年 210998 11:48 吉田 和生 吶喊OLD レンタル

古殿 直也 東京工業大学1年 501846 11:49 松本 明訓 東京大学1年 189705 林 俊充 岩手県立大学2年 レンタル 11:49 岩瀬 史明 名大OLC 208284

仁野平 拓 筑波大学3年 レンタル 11:50 七五三 碧 茨城大学2年 502302 島崎　誠也 東北大学2年 228244 11:50 稲吉 勇人 三河OLC 196053

中谷 鴻太 東京工業大学4年 501021 11:51 大石 洋輔 早稲田大学1年 183067 椛澤　朋之 北海道大学2年 レンタル 11:51 石井 達也 名大OLC 208267

後藤 幸大 東京大学2年 231462 11:52 高本 章寛 筑波大学2年 レンタル 富田　涼介 東北大学4年 220436 11:52 大木 孝 みちの会 レンタル

神野 直紀 東京工業大学3年 220290 11:53 桃井 陽佑 慶應義塾大学2年 196709 波多野　僚 東北大学2年 228295 11:53 木村 耕平 入間市OLC 83105

中島 颯大 筑波大学3年 レンタル 11:54 内海 瞭 早稲田大学2年 502194 髙野　智也 東北大学1年 236035 11:54 是永 大地 名大OLC 208286

大橋 陽樹 東京大学2年 231445 11:55 小原 和彦 東京工業大学3年 501744 大塚　駿 東北大学2年 220435 11:55 西村 駿 つばめ会 レンタル

小野 裕登 農工大学2年 180570 11:56 藤倉 真太郎 筑波大学4年 レンタル 本田　涼磨 北海道大学3年 レンタル 11:56 石川 創也 名大OLC 502497

和田 康次郎 慶應義塾大学4年 221790 11:57 刀根 大輔 東京大学4年 208277 室谷　拓冶 東北大学2年 228277 11:57 西嶋 就平 名大OLC 220383

本田 一成 千葉大学1年 210553 11:58 坂上 弘輝 横浜市立大学3年 239271 西村　肇倫 東北大学3年 200742 11:58 石野 夏幹 杏友会 196612

柿沼 晴喜 筑波大学1年 レンタル 11:59 市川 渉 東京工業大学3年 220281 藤本　卓嗣 北海道大学2年 レンタル 11:59 山内 崇弘 OLCルーパー 196108

瀬川 出 東京大学4年 208438 12:00 渡邊 俊祐 東京理科大学2年 502295 水田　達也 東北大学2年 228174 12:00 内藤 愉孝 浜松OLC 401958

須藤 貴也 筑波大学2年 レンタル 12:01 武田 悠作 東京工業大学4年 233379 嶋崎　渉 東北大学1年 236139 12:01 昆野 郁 レンタル

松崎 竜也 農工大学2年 180569 12:02 佐藤 公洋 東京大学2年 231400 篠﨑　崇智 東北大学1年 235834 12:02 田濃 邦彦 静岡OLC 502299

石田 健太郎 早稲田大学1年 502599 12:03 西下 遼介 慶應義塾大学2年 502499 清水　裕太 東北大学1年 235835 12:03 横田 智也 名大OLC 208160

横堀 聖人 東京大学3年 221825 12:04 濱本 徹 東京工業大学4年 233377 薗部　駿太 東北大学1年 235937 12:04 渡辺 研也 福島OLC レンタル

望月 ヤマト 茨城大学2年 502301 12:05 鈴木 京佑 横浜市立大学1年 196659 12:05 久米田 誉晃 青葉会 502856

宮下 旺 横浜国立大学3年 レンタル 12:06 三科 圭史 東京大学4年 208506 12:06 野田 昌太郎 名大OLC 208180

杉原 輝俊 茨城大学4年 501743 12:07 木下 達仁 一橋大学2年 231449 12:07 細淵 晃平 入間市OLC 239292

河北 拓人 筑波大学2年 レンタル 12:08 東森 正貴 横浜市立大学4年 239291 12:08 前野 達也 名大OLC 220382

中野 航友 千葉大学4年 210635 12:09 比企野 純一 東京大学2年 231227 12:09 源後 知行 みちの会 183122

齋藤 充宏 横浜市立大学1年 196660 12:10 小牧 弘季 筑波大学1年 レンタル 12:10 新田見 俊宣 練馬OLC 220215

岡田 怜真 東京工業大学2年 レンタル 12:11 河野 大和 東京大学4年 208545 12:11 細 正隆 東北大OLC 228185
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楠 健志 筑波大学3年 500443 12:12 中嶋 律起 横浜国立大学1年 184890 12:12 杉浦 弘太郎 名大OLC 208404

藤原 真吾 関東学院大学2年 184906 12:13 飯田 泰史 東京大学2年 231446 12:13 八神 遥介 ときわ走林会 レンタル

上野 康平 東京工業大学3年 501781 12:14 森元 駿介 横浜国立大学3年 502038 12:14 国沢 五月 トータス 500456

鶴原 啓 東京大学1年 236024 12:15 小池 一輝 一橋大学3年 221608 河村 優花 名大OLC 231387 12:15 南 吏玖 名大OLC 502490

若松 甫 東京工業大学2年 レンタル 12:16 鈴木 大喜 筑波大学2年 レンタル 宇野 明子 多摩OL レンタル 12:16 熊谷 光起 寿司屋OLC 196112

的場 友昭 東京大学3年 221821 12:17 戸澤 貴志 横浜国立大学2年 502750 福山 美矩 椙山女学園大学 208492 12:17 天野 克則 名大OLC 239004

得能 渉 千葉大学1年 205257 12:18 奥尾 優理 茨城大学3年 221792 長崎 早也香 名大OLC 208353 12:18 山本 淳史 入間市OLC 208493

稲見 一貴 筑波大学2年 レンタル 12:19 植田 翔大 東京大学4年 208561 番場 洋子 77052 12:19 森 泰二郎 東大OLK 182380

長谷川 望 早稲田大学2年 502197 12:20 小寺 義伸 東京工業大学1年 501848 片桐 麻那 名大OLC 208346 12:20 竹内 公一 名大OLC 220310

内山 悠真 筑波大学2年 レンタル 12:21 岩佐 一大 千葉大学1年 169964 星野 詩歩 椙山女学園大学 208439 12:21 藤村　陸 早稲田大学 レンタル

小澤 翔 慶應義塾大学4年 221798 12:22 増田 健也 東京大学4年 208552 宮川 早穂 東大OLK 183164 12:22 衣川 浩輔 TUDO 182495

小西 拓磨 千葉大学3年 228336 12:23 菅野 裕貴 横浜市立大学1年 196661 橋爪 佳菜子 椙山女学園大学 208297 12:23 坪居 大介 つばめ会 レンタル

高橋 洸太 東京工業大学1年 210003 12:24 根本 夏林 東京大学1年 236048 森田 桜織 KOLC 500352 12:24 林 雅人 名大OLC 220307

板橋 侑樹 農工大学1年 180786 12:25 池田 京史 千葉大学2年 228231 伊部 琴美 名大OLC 502491 12:25 君成田 智裕 岩手大学OLC 220414

瀬川 桃加 東京工業大学3年 220281 12:26 新田見 優輝 東京大学3年 502039 山本 梨乃 入間市OLC 185265 12:26 前中　脩人 東大OLK 208295

林 知宏 千葉大学2年 228340 12:27 柏田 芳樹 一橋大学1年 236017 12:27 長良 颯太 名大OLC 208354

庄司 晃太 東京工業大学1年 レンタル 12:28 佐藤 遼平 東京大学3年 221734 12:28 近藤 康満 トータス 180888

久野 元嗣 千葉大学4年 205081 12:29 12:29

12:30 12:30

名前 所属 EカードNo 時刻 名前 所属 EカードNo 名前 所属 EカードNo 時刻

宮本 和奏 筑波大学1年 185368 10:30 木村 晴彦 Club阿闍梨 レンタル 久野 元 桐朋IK レンタル 10:30

門倉 実咲 千葉大学3年 169954 10:31 吉田 勉 みちの会 レンタル 10:31

木村 るび子 立教大学3年 221923 10:32 小島 由幸 入間市OLC 502866 中村 海斗 桐朋IK レンタル 10:32

藤谷 彩夏 十文字学園女子大学4年 221562 10:33 福田 雅秀 川越OLC 190125 10:33

櫻井 彩菜 相模女子大学4年 205196 10:34 小林 岳人 ES関東C 180816 大槻 直央 桐朋IK レンタル 10:34

金子 奈央 十文字学園女子大学4年 221576 10:35 藤生 考志 東京OLクラブ 221707 10:35

三木 智海 千葉大学1年 185398 10:36 森 竜生 横浜OLクラブ 198766 渡邉 哲有 桐朋IK レンタル 10:36

上妻 紅音 慶應義塾大学4年 221809 10:37 赤井 秀和 静岡OLC 210071 10:37

中島 緑里 立教大学3年 236129 10:38 吉村 年史 北九州OLC 401654 屋敷 龍吾 桐朋IK 233260 10:38

塚田 恵理 跡見学園女子大学2年 231444 10:39 桜井 剛 ES関東クラブ 196643 10:39

村山 友梨 十文字学園女子大学3年 221896 10:40 中里 勝彦 航走の会 レンタル 孫田 友仁 桐朋IK 505088 10:40

小山 智子 千葉大学4年 205078 10:41 10:41

平松 夕衣 横浜市立大学3年 221973 10:42 高橋 裕貴 桐朋IK 505091 10:42

成澤 春菜 フェリス女学院大学4年 501126 10:43 10:43

佐藤 理佳 津田塾大学4年 221604 10:44 10:44

齋藤 文菜 日本女子大学2年 502614 10:45 小笠原 揚太郎 東京OLクラブ 401810 杉本 若奈 ES関東クラブ レンタル 10:45

小竹 佳穂 筑波大学2年 レンタル 10:46 山口 征矢 川口OLC 198769 10:46

佐藤 珠穂 法政大学1年 236054 10:47 高村 卓 上尾OLクラブ 198768 10:47

松田 千果 横浜市立大学1年 196641 10:48 小林 二郎 入間市OLC 209683 10:48

佐久間 若菜 筑波大学1年 レンタル 10:49 河村 健二 横浜OLクラブ レンタル 10:49

八木 千尋 農工大学3年 183113 10:50 加藤 昭次 多摩OL 502000 浦中 美里 県立千葉高校 189748 10:50

小林 美咲 十文字学園女子大学2年 231090 10:51 田島 三郎 入間市OLC 220410 老沼 志朗 レンタル 10:51

三浦 やよい 相模女子大学4年 205206 10:52 今井 信親 ワンダラーズ 198772 中澤 寛典 松本対策 180034 10:52

菅原 真優 日本女子大学1年 502595 10:53 上田 俊雄 東京OLクラブ 76950 田中 健人 県立千葉高校 189746 10:53

岩田 真依 十文字学園女子大学4年 221558 10:54 海老沢 正 入間市OLC 479632 山田 京子 入間市OLC 239293 10:54

稲邊 穂乃果 農工大学1年 183172 10:55 伊藤 清 ワンダラーズ 198826 松本 拓也 名大OB 196106 10:55

田原 真綺 実践女子大学2年 231200 10:56 永元 秀和 京葉オリエンテーリングクラブ レンタル 木島　佑輔 東大OLK 196241 10:56

山岸 夏希 筑波大学3年 レンタル 10:57 大場 隆夫 サン・スーシ 208254 10:57

菅原 衣織 農工大学2年 183114 10:58 田中 博 入間市OLC 401266 10:58

田村 一紗 横浜市立大学1年 196669 10:59 鹿野 勘次 岐阜OLC 500987 10:59

保木 祥声 津田塾大学1年 236056 11:00 関野 賢二 YTC78 レンタル 磯田 みつきG* レンタル 11:00

飯田 涼芳 実践女子大学2年 231451 11:01 高橋 厚 多摩OL 233372 11:01

世良 史佳 立教大学1年 236153 11:02 小幡 昭次 三河OLC 79389 11:02

吉澤 佳奈 日本女子大学4年 222757 11:03 大塚 校市 千葉OLK 501019 11:03

栗本 美緒 津田塾大学1年 236055 11:04 児玉 拓 多摩OL レンタル 11:04

潘 晨妍 フェリス女学院大学2年 レンタル 11:05 浦野 弘 入間市OLC 220409 スミス リー 早稲田大学 レンタル 11:05

小林 晴美 実践女子大学4年 208494 11:06 山本 博司 ES関東クラブ 412158 杉山 桃菜 十文字学園女子大学1年 189703 11:06

石坪 夕奈 農工大学2年 183115 11:07 小嶋 信義 ワンダラーズ 479693 メリエム テズジャン 早稲田大学 レンタル 11:07

藤島 志帆 実践女子大学3年 231091 11:08 中安 正弘 春日部LC 210519 長友 美子 千葉OLK 82571 11:08

鄭 爽 筑波大学2年 レンタル 11:09 原野 幸男 所沢OLC 500884 栗本　開 東大OLK 196243 11:09

後藤 結 中央大学2年 231442 11:10 加藤 昭治 東海市 196166 瀬間 友里加 十文字学園女子大学1年 82527 11:10

森谷 風香 千葉大学3年 204946 11:11 11:11

山本 優海 実践女子大学2年 231472 11:12 11:12

古谷 直央 横浜市立大学2年 501839 11:13 高橋 明美 サン・スーシ レンタル 11:13

中山 潤子 北里大学2年 196344 11:14 大塚 ふみ子 千葉OLK 488196 11:14

南 晴香 千葉大学4年 185415 11:15 宮西 優太郎 トータス 228184 田中 拓美 長野県協会 レンタル 11:15

音瀬 めぐみ 電通大学2年 レンタル 11:16 酒井 佳子 レンタル 高村 陽子 上尾OLクラブ 400770 11:16

浪川 有紗 千葉大学2年 204659 11:17 松澤 俊行 浜松学院大学短期大学部 レンタル 成田 美奈子 入間市OLC 220305 11:17

冨永 万由 早稲田大学1年 レンタル 11:18 長縄 美春 入間市OLC 210636 大場 節子 サン・スーシ 488155 11:18

佐野 響 筑波大学2年 レンタル 11:19 橘　孝祐 KOLC 502503 植松 裕子 入間市OLC 190157 11:19

高橋 利奈 日本女子大学2年 502196 11:20 渡辺 円香 ES関東C 500910 伊東 陽子 広島OLC 173178 11:20

坂本 彩 筑波大学3年 レンタル 11:21 橋本 正毅 東北大学 189901 今井 栄 ワンダラーズ 500354 11:21

兵藤 瑞穂 実践女子大学3年 221921 11:22 高橋 友理奈 東北大学OLC 200643 久保 君子 練馬OLC 410412 11:22

加藤 めぐみ 十文字学園女子大学3年 221928 11:23 篠原 岳夫 渋谷で走る会 221789 齋藤 まどか 川越OLC 210412 11:23

田口 由季 千葉大学4年 204892 11:24 高野 由紀 入間市OLC 231617 山本 陽子 ES関東クラブ 408454 11:24

立花 和祈 実践女子大学3年 221919 11:25 堀田 遼 トータス 210012 11:25

清野 幸 横浜国立大学1年 196342 11:26 宮川 祐子 ES関東C レンタル 11:26

楊 馨逸 早稲田大学1年 502507 11:27 入江 崇 サン・スーシ レンタル 11:27

福田 緒 実践女子大学2年 236131 11:28 勝山 佳恵 茨城大学 221578 11:28

畠山 和 横浜国立大学1年 195993 11:29 田中 基士 KOLC 210137 11:29

増田 風見花 実践女子大学3年 221922 11:30 小野澤 清楓 群馬大学 231876 一力 直太郎 桐朋IK 502494 11:30

山下 桃子 早稲田大学2年 502505 11:31 細川 知希 ときわ走林会 208289 高杉 翔 県立千葉高校 210394 11:31

吉澤 佳帆 相模女子大学3年 228240 11:32 加納 尚子 朱雀OK 483354 迫田 勝太 桐朋IK レンタル 11:32

鹿野 梨佳子 実践女子大学2年 231448 11:33 稲森 剛 KOLC 502502 川上 大一 県立千葉高校 228322 11:33

村田 茉奈美 フェリス女学院大学3年 500351 11:34 Yiching Huang 魔神仔 Moxina OK 233500 奥村 尚史 桐朋IK 233269 11:34

田中 弥怜 早稲田大学1年 502598 11:35 小泉 知貴 入間市OLC 221539 齊藤 悠太 県立千葉高校 500442 11:35

笛木 瑞歩 筑波大学2年 レンタル 11:36 鈴木 瑠 桐朋IK 505111 11:36

篠崎 萌希 横浜市立大学2年 501681 11:37 柳下 大 みちの会 レンタル 前川 智彦 県立千葉高校 233368 11:37

稲垣 秀奈美 千葉大学3年 205056 11:38 太矢 敦士 桐朋IK レンタル 11:38

久野 公愛 日本女子大学2年 502195 11:39 結城 克哉 トータス 183162 福室 凛 麻布学園OLK 195998 11:39

鈴木 咲希 千葉大学2年 185412 11:40 柴田 日向 桐朋IK 233567 11:40

香取 瑞穂 立教大学1年 236152 11:41 石山 良太 名古屋大学大学院 196150 山見 泰輝 麻布学園OLK レンタル 11:41

篠塚 みずき 横浜市立大学2年 502501 11:42 金子 泰樹 桐朋IK 505090 11:42

秋山 美怜 早稲田大学1年 レンタル 11:43 菅谷 裕志 OLCルーパー 238842 清古 光 麻布学園OLK レンタル 11:43

野中 麻由子 聖心女子大学1年 236154 11:44 八木 智寛 桐朋IK 505089 11:44

香取 菜穂 千葉大学3年 205080 11:45 山田　高志 KOLC レンタル 11:45

増澤 すず 筑波大学2年 レンタル 11:46 11:46

大類 茉美 フェリス女学院大学4年 221786 11:47 新 隆徳 入間市OLC 239644 11:47

和田 あゆみ 慶應義塾大学3年 502752 11:48 11:48
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11:49 南河 駿 名大OLC 208358 11:49

11:50 藤平 歩 実践女子大学1年 236053 11:50

11:51 小暮 喜代志 ES関東C 500909 吉田 菜々子 みちの会 レンタル 11:51

11:52 白土 睦 宮城学院女子大学 236145 11:52

11:53 堀尾 健太郎 名大OLC 208178 越岡 礼周 日本女子大学1年 502504 11:53

11:54 酒井 凜 宮城学院女子大学 236136 11:54

深田　恒 東大OLK 239527 11:55 橋本 花恵 茨城大学1年 レンタル 11:55

大森 健史 丘の上 レンタル 11:56 佐藤 汐子 宮城学院女子大学 236143 11:56

竹中 庸 OC寿会 レンタル 11:57 西川 智美 茨城大学1年 レンタル 11:57

東 裕明 Club阿闍梨 レンタル 11:58 林 利奈 東洋大学1年 84316 11:58

髙橋 洋一 Club阿闍梨 レンタル 11:59 11:59

小倉 秀一 ラジオリエンズ 114988 12:00 12:00

徳増 宏基 つばめ会 レンタル 12:01 12:01

清宮 庸一郎 丘の上 レンタル 12:02 12:02

新貝 康将 レンタル 12:03 12:03

田辺 洋一 Club阿闍梨 502858 12:04 12:04

渋谷 泰樹 入間市OLC 231889 12:05 大木 翔太郎 桐朋IK レンタル 12:05

友野 晴夫 IPCC レンタル 12:06 渡部 司 麻布学園OLK 195999 12:06

森田 次彦 Club阿闍梨 501740 12:07 石山 雄太 武蔵大学1年 236161 12:07

猪俣　祐貴 東大OLK 196706 12:08 山本 遼 電通大学1年 レンタル 12:08

中村 威 WINDS レンタル 12:09 大久保 寧雄 麻布学園OLK 196104 12:09

栗原 真季子 サン・スーシ 500459 12:10 今井 健太郎 電通大学1年 レンタル 12:10

町田 吉広 山たのクラブ レンタル 12:11 阿部 央幸 麻布学園OLK 196118 12:11

綱 淳壱郎 レンタル 12:12 野沢 星雅 茨城大学1年 レンタル 12:12

中島　正治 KOLC 200732 12:13 折橋 旺 麻布学園OLK 196119 12:13

小村 彩葵 196713 12:14 菅沼 友仁 茨城大学1年 レンタル 12:14

長友 武司 千葉OLK レンタル 12:15 オハロラン セバスチャン Australopers OC レンタル 12:15

林 奈々 さがじょOG レンタル 12:16 千坂 美瑞希 麻布学園OLK 196129 12:16

橋本 航汰 東北大OLC レンタル 12:17 豊田 健登 茨城大学1年 レンタル 12:17

小柴 滉平 筑波大学 レンタル 12:18 金子 隼人 麻布学園OLK 196126 12:18

佐々木 裕之 FFC レンタル 12:19 高橋 宏太郎 桐朋IK レンタル 12:19

新見 哲也 竹中村 レンタル 12:20 久保木 航 麻布学園OLK 196128 12:20

12:21 到津 春樹 茨城大学1年 レンタル 12:21

池ヶ谷 悦朗 寿会 221750 12:22 12:22

御手洗 昌寛 WINDS レンタル 12:23 12:23

佐藤 芽衣 宮城学院女子大学 レンタル 12:24 12:24

八木 香織 東大OLK 221925 12:25 12:25

市川 真優花 宮城学院女子大学 236015 12:26 12:26

久米 慧 麻布学園OLK 195997 12:27 12:27

渡邉 彩子 トータス レンタル 12:28 12:28

鈴木 榮一 千葉OLK 483407 12:29 12:29

平島 勝彦 入間市OLC 401745 12:30 12:30

OS

※G*はグループを表します。

磯田 みつきGは磯田みつき・磯田伸二・磯田京子のグループです。
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