
スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号 氏名 所属 Eカード番号

10:30 赤坂太郎 レンタル 豊島利男 早大OC寿会 レンタル
10:31 横山朋弘 北大OLC レンタル 山川登 桐朋IK レンタル
10:32 阿部稜 東北大学OLC 171581 昆野郁 北大OLC 183075
10:33 祐谷大輝 東大OLK 182274 山本賀彦 ＯＬＰ兵庫 483429
10:34 徳増宏基 東工大OLT 180491 小橋正明 新大OC 157421
10:35 片桐拓登 ときわ走林会 189828 衣川浩輔 一橋大学 182495
10:36 太田瑛佑 早大ＯＢ 87659 佐藤雄太郎 東北大学OLC 189697
10:37 森泰二郎 東大OLK 182380 橋場良太 東北大学OLC 190132
10:38 LebrasseurEric 多摩OL レンタル 古林琢 東工大OLT 180782
10:39 佐藤大樹 東工大OLT 180822 千明瑞希 KOLC 168863
10:40 高橋建輔 新大OC 157828 三浦孝之 福大OLC レンタル
10:41 南家弘章 六国会 161186 髙見博道 OPC43 レンタル
10:42 柴沼健 桐朋IK 147934 渡辺幸 山形大学 173298
10:43 朴峠周子 ときわ走林会 171676 茅野耕治 ワンダラーズ 488353
10:44 山本信彰 千葉大OLC 161120 渡辺円香 ES関東C 77045
10:45 新見哲也 OC34期 レンタル 登坂祥大 丘の上 レンタル
10:46 蔵田真彦 神奈川県川崎市 38792 小暮喜代志 ES関東C 76925
10:47 新隆徳 入間市OLC 77024 山根祥延 大阪OLC レンタル
10:48 深田恒 東大OLK 173221 平木達也 新東名ザウルス 169092
10:49 戸上直哉 東工大OLT 180504 青木飛翔 東北大学OLC 171580
10:50 半沢守 東北大学OLC 189926 蜂須賀久晴 東京大学 189747
10:51 真保陽一 B&B 150109 長井健太 桐朋IK 114991
10:52 原田龍馬 東北大学OLC 171711 荒井正敏 多摩OL 409832
10:53 田村直登 鞍部同好会 412629 大田将司 麻布OLK レンタル
10:54 藤生考志 東京ＯＬクラブ 412628 宮西優太朗 東北大学OLC 171749
10:55 菱沼輝男 ＦＦＣ レンタル 西村駿 東工大OLT 82544
10:56 大木孝 みちの会 157881 黒羽和之 ときわ走林会 レンタル
10:57 春原広河 東北大学OLC 171692 上村雅俊 KOLC 184905
10:58 小島拓也 東大OLK 168968 国沢楽 桐朋IK 182494
10:59 三上剛弘 東工大OLT 82576 大井真 東大OLK 412177
11:00 齋藤真 東北大学OLC 171621 後藤建 千葉大OLC 161121
11:01 坪居大介 つばめ会 レンタル 大西康平 ぞんび～ず 63905
11:02 八神遥介 青葉会 レンタル 藤沼崇 新大ＯＢ越王会 487843
11:03 久保田雄起 東大OLK 168969 石野夏幹 B＆B 157883
11:04 宮川達哉 所沢OLC 483422 久須美裕 新大OC 157855
11:05 岩田健太郎 東大OLK 168953 大倉辰興 東工大OLT 180844
11:06 青木洸則 北大OLC レンタル 木村佳司 長野県協会 レンタル
11:07 松井俊一 筑波大学OL愛好会 161191 稲毛日菜子 東大OLK 169131
11:08 池田匠 レンタル 小松和輝 新大OC 157852
11:09 松本佳也 北大OLC レンタル 紺野俊介 横浜OLクラブ 402170
11:10 泰井宙輝 東大OLK 180555 五月女貴平 東北大学OLC 161238
11:11 小林遼 渋谷で走る会 92739 大河内恵美 KOLC 168865
11:12 新粥文哉 千葉大OLC 161122 木野内駿 東工大OLT 180831
11:13 結城克哉 鞍部同好会 183162 斎藤健太郎 東北大学OLC 171813
11:14 奥田健史 京葉OLクラブ レンタル 戸田瑛 レンタル
11:15 宮川早穂 東大OLK 183164 小山清 京葉ＯＬクラブ レンタル
11:16 吉江一樹 千葉大OLC 115003 塚越航 東工大OLT 180468
11:17 多比羅大 京葉OLクラブ 169235 村瀬貴紀 筑波大学OL愛好会 161189
11:18 岡本将志 早大OB レンタル 高塚智之 浦和OLC レンタル
11:19 菅原琢 多摩OL 488352 田村聡 多摩OL 412629
11:20 源後知行 みちの会 レンタル 宮本樹 京葉OLクラブ 185352
11:21 横澤夕香 おひとりさま会 レンタル 鈴木慎一郎 KOLC 168884
11:22 石井伸明 新大OC 157827 瀧川英雄 OLCふるはうす レンタル
11:23 長坂侑亮 東工大OLT 180506 藤橋涼 東北大学OLC レンタル
11:24 佐々木裕之 ＦＦＣ レンタル 田邉拓也 養鶏OLC 410208
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スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号 氏名 所属 Eカード番号

11:25 福井悠太 東大OLK 182497 吉川輝 東工大OLT 180781
11:26 新井悠功 新大OC 157422 山上大智 東京大学OB 173176
11:27 福田雅秀 川越OLC 190125 山本淳史 B&B レンタル
11:28 西本昌史 東北大学OLC 161232 乳井草太 東北大学OLC 173328
11:29 曽原直也 東工大OLT 180469 山本遼平 新大OC 157854
11:30 糸賀翔大 東大OLK 168952 吉田真悟 東工大OLT 180843
11:31 橋本正毅 東北大学OLC 189901 濱宇津祐亮 麻布OLK レンタル
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G
スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号

10:30 井戸川祥子 日本女子大OG レンタル
10:31 山内哲平 千葉県柏市 401631
10:32 山内寛治 千葉県柏市 38809

3
スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号

10:36 荘司竜大 桐朋IK レンタル
10:37 樋口佳祐 名古屋大学 レンタル
10:38 小澤拓美 多摩OL 412630
10:39 筆谷敏正 早大OC寿会 レンタル

6s
スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号

10:42 宮本知江子 京葉OLクラブ 185348
10:43 阿部一樹 東北大学OLC 157833
10:44 谷垣宣孝 OLP兵庫 409833
10:45 高橋秀明 金沢大学 183082
10:46 杉本光正 ES関東C 483405
10:47 尾崎高志 早大OB レンタル
10:48 大久保宗典 東大OLK 180481
10:49 町井稔 長野県協会 483414
10:50 木村耕平 入間市OLC 409781
10:51 大嶋拓実 やる気！元気！くすのき！レンタル
10:52 高野政雄 多摩OL 408432
10:53 小林博文 日本旅行 レンタル
10:54 田中千晶 B&B 183163
10:55 井口良範 高崎OLC レンタル
10:56 木村洋介 ICLコース設定者 487892
10:57 水木啓介 レンタル
10:58 神山康 京葉OLクラブ レンタル
10:59 五味あずさ 金沢大学 183085
11:00 栄森貴久 みちの会 64193
11:01 針谷尚幸 Nの会 レンタル
11:02 大林俊彦 大阪OLC 173280
11:03 冨家遼子 KOLC 168874
11:04 海老沢正 入間市OLC 479632
11:05 葭葉歩未 東北大学OLC 190052
11:06 船田賢 つくばCocco レンタル
11:07 下山敬史 横浜ＯＬクラブ 410158
11:08 木村修 ES関東C レンタル
11:09 河村健二 横浜ＯＬクラブ 154833
11:10 佐藤俊 早大OB レンタル
11:11 福井莉子 新大OC 157851
11:12 伊藤清 ワンダラーズ 488205
11:13 燧暁彦 東京大学OB 182500
11:14 名塚晴香 新大OC 157850
11:15 斎藤弘 L.P.G.J. レンタル
11:16 池田博 方向音痴会 レンタル
11:17 照井幸太 横浜ＯＬクラブ レンタル
11:18 大塚校市 千葉OLK 483411
11:19 宮本和奏 京葉OLクラブ 185368
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スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号 氏名 所属 Eカード番号

10:30 赤井秀和 静岡OLC 412190 酒井陽平 県立船橋高校 レンタル
10:31 平井はるな 千葉大学２ レンタル 小野寺岳大 東北大学OLC 189802
10:32 小泉辰吉 東京OLクラブ 409809 金子龍太郎 福大OLC レンタル
10:33 小林二郎 入間市OLC 150105 田中悠 KOLC 158588
10:34 井村眞一 早大OC寿会 レンタル 中野草平 浦和OLC レンタル
10:35 村杉栄昭 東北大学OLC 189953 網野皓介 桐朋IK レンタル
10:36 田中徹 京葉OLクラブ 412128 山口雄太 レンタル
10:37 原野幸男 所沢OLC 171793 齋藤嵩 県立船橋高校 レンタル
10:38 仁多見剛 多摩OL 483353 伊賀大祐 福大OLC レンタル
10:39 寺岡倫子 インカレ実行委員会 レンタル 矢部謙太 東北大学OLC 189943
10:40 野田宜邦 早大OC寿会 レンタル 相馬亮太 県立船橋高校 レンタル
10:41 関野賢二 YTC78 レンタル 津久井照夫 館林OLC レンタル
10:42 今井信親 ワンダラーズ 479473 相馬智敦 福大OLC レンタル
10:43 小野賢二 多摩OL 483417 佐野弘明 小松市ＯＬＫ レンタル
10:44 調歩美 KOLC 184871 小泉知貴 KOLC 184820
10:45 池ヶ谷悦朗 早大OC寿会 412178 細川公平 東工大OLT 82574
10:46 中安正弘 春日部OLC 146723 長友武司 千葉ＯＬＫ レンタル
10:47 海野忠秋 川越OLC 412170
10:48 田島三郎 入間市OLC 401738
10:49 渡辺菜央美 名古屋大学 180894 氏名 所属 Eカード番号

10:50 大場隆夫 サン・スーシ 488155 高田奈緒 東大OLK 182384
10:51 手塚一夫 東京OLクラブ 76953 根本直人 千葉大OLC 161118
10:52 田畑柚紀子 千葉大OLC 169234 庄司大輔 福大OLC レンタル
10:53 海野とみ子 川越OLC 185290 石塚脩之 横浜OLクラブ 410073
10:54 高橋猛 410172 小松陽子 筑波大学OL愛好会 161187
10:55 松本大輔 都立大OB レンタル 宮城島俊太 みちの会 76917
10:56 小嶋信義 ワンダラーズ 479693 若梅友行 横浜OLクラブ レンタル
10:57 大塚友一 京葉OLクラブ 483384 菊澤恵三 多摩OL レンタル
10:58 白戸秀和 早大OC寿会 レンタル 佐藤弘基 福大OLC レンタル
10:59 榎本梨乃 185265 山口敦貴 KOLC 168875
11:00 天明英之 東京OLクラブ 412182 山崎弘文 札幌OLC レンタル
11:01 清谷千鶴 横浜OLクラブ 38808 奥山景得 川口OLC 479514
11:02 小山奈月 東大OLK レンタル 清谷智弘 横浜OLクラブ 38805
11:03 山田一善 多摩OL レンタル 長友悠 そげたの髪が長い レンタル
11:04 田中博 入間市OLC 402128 大菱池遼 桐朋IK 183070
11:05 高村卓 上尾OLクラブ 410216 清水敬太 東北大学OLC 189845
11:06 森川正己 京葉OLクラブ 172471 鈴木挙直 京葉OLクラブ レンタル
11:07 中山勝 春日部OLC 409792 武藤拓王 横浜OLクラブ レンタル
11:08 山本博司 ES関東C 412158 大野政男 下野市 レンタル
11:09 植松裕子 入間市OLC 190157 小松栄輝 東北大学OLC 189836
11:10 上條圭 方向音痴会 レンタル 砂原和允 東工大OLT 180467
11:11 高橋厚 多摩OL 483407 橋本航汰 東北大学OLC 189917
11:12 明石五郎 春日部OLC 409854 安藤克美 早大OC寿会 レンタル
11:13 天野仁 早大OC寿会 レンタル 三本杉武大 福大OLC レンタル
11:14 萩田育徳 OC⊿下野 401596 橘孝祐 KOLC 161307
11:15 桜井剛 ES関東C 412602 小室裕貴 福大OLC レンタル
11:16 横溝隆夫 早大OC寿会 レンタル 芳賀太史 東工大OLT 180832
11:17 山口征矢 川口OLC 146724 本山翔太 KOLC 161309
11:18 木所佑斗 東工大OLT 180505 照井雄大 東北大学OLC 189900
11:19 守屋舞香 椙山女学園大学 182378 山下部諒 東工大OLT 82548
11:20 今泉知也 京葉OLクラブ レンタル 加登屋毅 早大OB レンタル
11:21 鈴木栄一 千葉OLK 483407 小池英希 丘の上 157856
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11:22 高野柾人 東北大学OLC 189898
11:23 千代澤健右 上尾OLC レンタル
11:24 宮田優花 筑波大学OL愛好会 161190
11:25 夏目保雄 京葉OLクラブ レンタル

5



スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号

10:30 森田桜織 Kolc 184890
10:31 松島彩夏 立教 レンタル
10:32 辻村修 コンターズ レンタル
10:33 山崎祐美 Kolc 168876
10:34 山本陽子 ＥＳ関東Ｃ 408454
10:35 池田玲子 レンタル
10:36 照井壮太 横浜OLクラブ レンタル
10:37 曽根ちあき Kolc 184899
10:38 寺沢花 Kolc 161311
10:39 大塚ふみ子 千葉OLK 488196
10:40 永元秀和 京葉OLクラブ レンタル
10:41 有尾実紗 Kolc 184894
10:42 原田憲夫 札幌OLC 402067
10:43 松本侑加 日本女子大OG レンタル

スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号

10:47 神山綾 京葉OLクラブ レンタル
10:48 上杉早有美 182385
10:49 長嶺陽一 横浜OLクラブ レンタル
10:50 石井萌子 東大OLK レンタル
10:51 田中洋子 入間市OLC 401295
10:52 高橋明美 サン・スーシ レンタル
10:53 若梅節子 横浜OLクラブ レンタル
10:54 悴田正也 前橋OLC レンタル
10:55 江坂優 早稲田OB レンタル
10:56 皆川美紀子 みちの会 レンタル
10:57 土田美和 Kolc 184783
10:58 加藤伶子 入間市OLC 402185
10:59 長友美子 千葉OLK 82571
11:00 四元理香子 千葉大OLC 161124
11:01 平島勝彦 入間市OLC 401745
11:02 松永真澄 レンタル
11:03 竹中庸 神奈川県大和市 レンタル
11:04 笠井泰自 大阪OLC 488134
11:05 岩瀬祐介 レンタル
11:06 明石孝平 千葉大OLC 171736
11:07 海福朋子 東大OLK 182603
11:08 横手義雄 入間市ＯＬＣ レンタル
11:09 千葉史子 東大OLK 180912
11:10 柴田喜一 つるまいOLC 409786
11:11 関東夏樹 福大OLC レンタル
11:12 井上望 一橋大学 182382
11:13 飯原陽子 日本女子大学OG 87668
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