
Class No. チーム名 所属 1走 2走 3走 4走 補欠1 補欠2
ME 北海道 北海道 岩井 聖(22) 大嶋 真謙(23) 長谷川 啓(23) 佐野 智人(22) 岡崎 知治(22) 山田 健一(32)
ME 岩手 岩手 熊谷 智之(23) 南茂 哲也(20) 平井 幹久(23) 中里 勝彦(31) 鈴木 宏(46) 記野 聡史(21)
ME 宮城 宮城 禅洲 拓(22) 梶谷 拓志(23) 櫻本信一郎(21) 小林 恭輔(20) 伊藤 実(20) 米本 路憲(22)
ME 山形 山形 横山 友彦(21) 堀江 守弘(21) 柏倉 佳介(22) 竹内 瞬(20) 武石 雄市(65)  
ME 福島 福島 渡辺 研也(27) 佐藤 時則(27) 安田 忠寛(28) 星 大輔(22) 宗像 竜憲(38)  
ME 茨城 茨城 小泉 成行(24) 藤城 公久(30) 高橋 善徳(25) 佐々木良宣(23) 脇野昌太郎(23)  
ME 茨城2 茨城2 川口 大貴(23) 武政 泰輔(24) 佐藤 充(22) 引地 隆介(22) 脇野昌太郎(23)  
ME 栃木 栃木 荻田 育徳(49) 水嶋 孝久(26) 松下 愛則(32) 佐藤 文規(29)  
ME 群馬 群馬 福沢 昌俊(23) 西村 秀生(25) 岸野 義宏(26) 田島 明(26) 富田 吉郎(35)  
ME 埼玉 埼玉 篠原 岳夫(25) 柳下 大(28) 新 隆徳(35) 羽鳥 和重(37) 澤田 晴雄(38) 早野 哲朗(43)
ME 千葉 千葉 松澤 俊行(30) 山口 大助(27) 石井 龍男(51) 柿並 義典(29) 奥田 健史(29) 土井 聡(29)
ME 東京 東京 加賀屋博文(34) 鹿島田浩二(32) 菅原 琢(37) 安良 和寿(30) 小暮喜代志(27) 多田 宗弘(28)
ME 東京2 東京 宇田川雅令(22) 久野 雄介(21) 小暮喜代志(27) 多田 宗弘(28)  
ME 神奈川 神奈川 清谷 智弘(30) 小笠原成哲(33) 稲津 隆敏(32) 紺野 俊介(24) 円井 基史(25) 知念 毅(24)
ME 神奈川 2 神奈川 櫻坂 尚(21) 円井 基史(25) 知念 毅(24) 田所 真之(23) 西脇 正展(26) 清水 潔(50)
ME 新潟 新潟 山下 友宏(28) 中村 直人(24) 笛木 勉(39) 近藤 芳生(35)  
ME 石川 石川 笹谷 淳一(22) 片山 裕典(24) 鈴木 健朗(23) 奥村 智憲(27) 中沢 宏紀(22) 木村建二郎(23)
ME 山梨 山梨 国沢 五月(33) 石澤 俊崇(27) 榎本 和弘(25) 前田 直毅(24) 柴本 浩児(17)  
ME 長野 長野 内田 奉克(29) 立花 聡(22) 加々美健朗(28) 降旗 芳典(23) 倉沢 勝美(24) 薛 孝太郎(29)
ME 長野2 長野 目黒 一夫(54) 鳥川 秀司(33) 倉沢 勝美(24) 薛 孝太郎(29) 加々美健朗(28) 降旗 芳典(23)
ME 岐阜 岐阜 三宅 文彦(20) 岡本 敦(27) 金井塚文人(26) 長瀬陽一郎(23) 太田雄一郎(22) 金井塚友人(24)
ME 静岡 静岡 田代 雅之(37) 和久田好秀(29) 村越 真(42) 北原 裕(27) 増田 祐輔(23) 田濃 邦彦(27)
ME 静岡2 静岡 増田 祐輔(23) 田濃 邦彦(27) 武藤 雅昭(25) 川合 勝久(34) 内藤 一紀(25)  
ME 愛知 愛知 安井 真人(25) 安斎 秀樹(30) 丹羽 正和(24) 大西 淳一(29) 山口 尚宏(26) 羽柴 公貴(27)
ME 愛知2 愛知 山口 尚宏(26) 金田 哲生(28) 薮田 隆俊(23) 加賀 千晶(22) 羽柴 公貴(27) 稲葉 英雄(39)
ME 滋賀 滋賀 西尾 信寛(22) 石井 泰明(26) 玉木 圭介(36) 土屋 周史(27) 松井 宏介(22) 山口 真二(24)
ME 京都 京都 許田 重治(24) 深川 陽平(24) 吉田 武生(22) 新宅 有太(22) 鈴木 陽介(23) 奥村 理也(32)
ME 京都2 京都 鈴木 陽介(23) 玉祖 秀人(23) 福井 智(27) 奥村 理也(32) 久保 喜正(62) 寺嶋 一樹(39)
ME 大阪 大阪 小林 康浩(34) 諏訪 高典(29) 尾島 良(21) 中村 貴史(21) 西田 伸一(45) 笹田啓一郎(37)
ME 兵庫 兵庫 前田 哲史(24) 山田 英雄(22) 佐々木真一(31) 青森 将志(26) 岡本 裕樹(24) 杉本 博司(21)
ME 和歌山 和歌山 谷野 浩敏(25) 間島 真嗣(22) 石原 伸晃(24) 雑賀 啓明(24) 楠見 耕介(41)  
ME 広島 広島 太田 尊司(38) 森本 大輔(28) 美藤 陽一(36) 立沢 和聡(28) 吉村 充功(27) 下江 貴博(40)
WE 北海道 北海道 酒井 佳子(31) 白鳥 桂子(29) 加藤 真理(26) 植野 由香(22)   
WE 岩手 岩手 下村 佳奈(20) 小笠原綾奈(20) 葛西 弥生(24) 小原 文(27) 西田 優(20)  
WE 宮城 宮城 姫野 祐子(21) 平林 静保(22) 加藤 君子(21) 高泉 佳苗(21) 藤原 真希(19)  
WE 茨城 茨城 塩田 美佐(24) 黒河 幸子(22) 高野麻記子(22) 木植 早生(42) 永井夕里子(28)  
WE 群馬 群馬 田島 聖子(21) 横室奈緒美(24) 井上アヤ乃(24) 三好 暢子(34)  
WE 埼玉 埼玉 高野 由紀(43) 田島 利佳(31) 金子 恵美(27) 高村 近子(26) 澤田 慶子(30) 皆川美紀子(21)
WE 千葉 千葉 小林 正子(41) 宮本知江子(39) 原 響子(22) 山口季見子(26) 添田さやか(21) 花木 睦子(20)
WE 東京 東京 河野 真理(26) 志村 直子(28) 深沢 博子(25) 渡辺 円香(27) 渡辺 信枝(21) 千葉あかね(30)
WE 神奈川 神奈川 山根 玲(25) 宮川 祐子(40) 三浦 千鶴(29) 志村 聡子(30) 鈴木詩奈子(22) 望月 順子(21)



WE 石川 石川 大塚 泰恵(21) 佐藤 宏衣(22) 菅原 望(20) 鈴木 裕子(20)  
WE 長野 長野 山浦 友子(26) 上松佐知子(24) 蓬莱 真子(23) 松澤 理子(24)  
WE 岐阜 岐阜 南 朋江(23) 足立悠紀子(23) 金子 弥生(27) 飯田 麦子(21) 中田 啓子(49)  
WE 静岡 静岡 北原 静香(28) 鈴木久紀子(34) 村越 久子(46) 森田有希子(24) 本杉美記野(27) 立花 純子(29)
WE 愛知 愛知 落合志保子(28) 小出 晶子(23) 水口 愛子(21) 大西ゆかり(29) 堀出 知里(27) 古澤 久美(52)
WE 三重 三重 加納 尚子(33) 小津久美子(29) 後藤 有里(28) 吉村 加代(23) 石丸 尚子(42)  
WE 京都 京都 番場 洋子(23) 宮内佐季子(28) 寺嶋喜美江(31) 石川 裕理(22) 澤田 留己(22) 佐藤 渚(26)
WE 京都2 京都 澤田 留己(22) 佐藤 渚(26) 須貝 洋美(22) 松田亜希子(22) 浅井 千穂(21) 桑野 文(20)
WE 大阪 大阪 澤地 未来(30) 安井 千晶(26) 鳥羽 都子(32) 塩田 純子(23) 松本知佐子(31) 奥田 裕子(30)
WE 兵庫 兵庫 清水由布子(27) 上田 博子(24) 二ッ谷優子(25) 北川 文子(31)  
WE 奈良 奈良 宮下矢誉衣(23) 江田 美晴(22) 永田 恵子(21) 須山由紀子(21)  
MS 福島 福島 七宮 勝広(43) 宗形 竜憲(58) 永井 栄寿(46)  廣田 雅幸(37)  
MS 茨城 茨城 山川 建(39) 谷垣 宣孝(40) 藤井 範久(41)  斎藤 貴之(40)  
MS 群馬 群馬 高橋 利之(37) 清水 悟(38) 真木 哲男(45)  富田 吉郎(35)  
MS 埼玉 埼玉 澤田 晴雄(38) 岩倉 毅(37) 早野 哲朗(43)  福田 雅秀(39)  
MS 埼玉2 埼玉 山岸 倫也(44) 清水 伸好(37) 福田 雅秀(39)  小林 慎哉(40)  
MS 千葉 千葉 小山 清(44) 斉藤 和助(42) 小林 岳人(41)  石井 修二(46)  
MS 東京 東京 荒井 正敏(47) 梅林 正治(39) ｼｪｲﾏｽ･ｸﾅﾝ(39)  山本 賀彦(38)  
MS 東京2 東京 齋藤 宏顕(40) 杉本 光正(39) 山本 賀彦(38)   
MS 神奈川 神奈川 武藤 拓王(39) 柳沢 貴(38) 宮川 達哉(40)  清水 潔(50)  
MS 岐阜 岐阜 橋本八州馬(49) 千藤 昭彦(42) 松岡 秀明(36)  横山 泰和(39)  
MS 静岡 静岡 鈴木 正文(36) 滝 正晴(36) 宇津 明範(42)  中島 克行(40)  
MS 静岡 静岡 中島 克行(40) 福島 正満(36) 藤田 和男(59)    
MS 愛知 愛知 松橋 徳敏(43) 瀬口 洋治(39) 稲葉 英雄(39)  落合 公也(36)  
MS 京都 京都 市橋 国之(35) 桐田 幸宏(38) 寺嶋 一樹(39)  阪本 博(37)  
MS 大阪 大阪 西田 伸一(45) 笹田啓一郎(37) 城森 博幸(43)  沖浦 徹二(41)  
MS 大阪2 大阪 沖浦 徹二(41) 大林 俊彦(38) 小山 俊洋(35)  城森 博幸(43)  
MS 兵庫 兵庫 川崎 輝雄(37) 吉野 信治(37) 橋本 裕志(37)  大江 恒男(37)  
MS 和歌山 和歌山 斉藤 久雄(50) 岡田 明彦(37) 愛須 康順(44)  楠見 耕介(41)  
MS 岡山 岡山 寺松 克訓(45) 堀 泉(50) 中野 浩(42)  犬飼 仁(50)  
WS 埼玉 埼玉 澤田 慶子(30) 渡辺加与美(42) 清水 容子(34)  山岸千津子(39)  
WS 千葉 千葉 長谷川恵子(40) 座間奈美江(35) 福士 淑子(33)   
WS 東京 東京 加賀屋寿理(31) 菅原 裕実(42) 千葉あかね(30） 杉本 真木(36)  
WS 愛知 愛知 古澤 久美(52) 三井 由美(44) 長瀬 朋子(48)  鈴木 幸子(55)  
WS 京都 京都 桐田あかね(33) 川島みちこ(51) 橋本 かよ(31)  中島佳与子(43)  
WS 大阪 大阪 岩水加代子(39) 五十嵐晶子(31) 松本知佐子(31)  奥田 裕子(30)  
WS 兵庫 兵庫 藤崎由紀子(32) 山根智代美(41) 芝 聖子(59)    
MJ 岩手 岩手 山口 卓也(20) 記野 聡史(21) 阪本 紘一(20)  及川 弘文(19)  
MJ 宮城 宮城 山村 周平(20) 樋山 邦治(20) 鉾立 裕樹(20)  蒲池 文卓(20)  
MJ 茨城 茨城 櫻田 隆之(21) 坂本 貴史(20) 多田野清人(21)  田村 陽祐(18)  
MJ 埼玉 埼玉 安藤 誠(21) 金子 允(20) 安田 太郎(20)  山下 智之(21)  
MJ 千葉 千葉 飯泉 祐司(21) 石関 圭志(21) 佐伯 貴央(20)  古川 健二(21)  



MJ 東京 東京 浜端 紀行(21) 山本 俊光(21) 森脇 崇(21)    
MJ 東京2 東京 福田 大輔(20) 竹内 誠史(20) 益本宇一郎(20)    
MJ 神奈川 神奈川 青木 博人(21) 川上 崇史(21) 山田 高志(19)  櫻坂 尚(21)  
MJ 石川 石川 天谷 翔吾(20) 松室 隼人(20) 山越 順平(20)  清水 健太(21)  
MJ 静岡 静岡 李 敬史(21) 内藤 愉孝(21) 小田村 航(20)  矢崎 賢治(20)  
MJ 静岡2 静岡 吉永 直矢(17) 小林 祐輝(17) 鈴木 慎也(17)   
MJ 愛知 愛知 木村 洋介(20) 樽見 典明(20) 村田 悠(20)  鶴井 達也(18)  
MJ 京都 京都 長谷川 裕(21) 小野田剛太(21) 橋本 俊壮(20)  守田 匡宏(21)  
MJ 京都2 京都2 守田 匡宏(21) 中井 隆志(21) 長沼 祐樹(21)  長谷川 裕(21)  
MJ 大阪 大阪 原 昇司(21) 保呂 毅(20) 高橋誠一郎(20)  中村 貴史(21)  
MJ 兵庫 兵庫 金枝 敏克(20) 福谷 俊行(21) 萩原 度太(19)  笹倉 順史(19)  
WJ 宮城 宮城 千葉 光絵(19) 阿久津麻美(19) 高橋 英子(21)  小西 香奈(19)  
WJ 茨城 茨城 田口久美子(21) 鳥羽田恵理(21) 杉崎真由子(20)    
WJ 埼玉 埼玉 皆川美紀子(21) 跡部 江里(21) 三ツ矢麻子(20)  坂本 君江(20)  
WJ 千葉 千葉 掛谷 朋美(21) 宮沢 絵美(20) 平井亜希菜(20)  岡 恵子(21)  
WJ 東京 東京 松井 亜実(20) 久保 沙織(20) 金城 千晶(21)    
WJ 神奈川 神奈川 戸谷 千夏(20) 中谷 瑞木(20) 中野 真希(20)  望月 順子(21)  
WJ 静岡 静岡 鈴川はるな(19) 石田 侑子(19) 楡金 優美(19)   
WJ 愛知 愛知 西脇千可子(20) 亀井 綾(20) 志村 和子(19)  犬飼 裕子(21)  
WJ 滋賀 滋賀 吉田 歩美(21) 市川 裕子(20) 岡田 美穂(20)  鈴木理恵子(21)  
WJ 京都 京都 浅井 千穂(21) 桑野 文(20) 塚八ゆかり(20)  若木まりも(21)  
WJ 京都2 京都2 若木まりも(21) 吉田 郁(19) 佐藤 栄子(20)  塚八ゆかり(20)  
WJ 奈良 奈良 加藤 恵美(20) 大橋佳代子(20) 田中 ふみ(20)    
MV 福島 福島 加藤 一郎(51) 堀切 秀敏(53) 小林 宗雄(53)    
MV 茨城 茨城 橘 直隆(55) 三澤 儀男(53) 河村 健二(59)  鈴木 俊晴(51)  
MV 群馬 群馬 冨沢 邦男(54) 藤生 晃三(55) 小嶋 慎一(53)   
MV 埼玉 埼玉 海老沢 正(52) 小笠原揚太郎(63) 山下 実(53)  高野 政雄(53)  
MV 千葉 千葉 大塚 校市(52) 鈴木 榮一(59) 武田 徳幸(55)  高橋 義広(63)  
MV 東京 東京 児玉 拓(58) 高橋 厚(72) 加藤 昭次(50)    
MV 神奈川 神奈川 鈴木 英一(61) 冨樫 勉(64) 尾上 秀雄(56)  清水 潔(50)  
MV 新潟 新潟 鷹澤 正(63) 小林 君雄(57) 山崎 正志(51)    
MV 石川 石川 大塚 雅三(61) 森田 輝雄(63) 植木 一也(61)  西村美樹彦(61)  
MV 愛知 愛知 小幡 昭次(59) 新家 秀男(50) 粟野 義明(54)  古澤ヒロシ(54)  
MV 愛知2 愛知 古澤ヒロシ(54) 岡野 英雄(60) 小野 盛光(55)  内藤 弘夫(50)  
MV 三重 三重 小八重善裕(51) 伊藤 誠厚(53) 宮林 修(54)  宮田 敏雄(61)  
MV 三重2 三重 宮田 敏雄(61) 金子 八三(70) 前田 亮一(57)  岡本 忠佳(58)  
MV 京都 京都 古川 勝美(54) 久保 喜正(62) 増田 維(43)  井垣 成量(57)  
MV 大阪 大阪 辻村 修(67) 前田 春正(56) 笠井 泰自(66)  村橋 和彦(55)  
MV 大阪2 大阪 村橋 和彦(55) 澤地 實(56) 田中紀十一(60)  笠井 泰自(66)  
MV 兵庫 兵庫 磯部 貞夫(66) 永田 実(53) 尾上 俊雄(63)   
MV 岡山 岡山 山縣 正昭(60) 佐藤 旭一(59) 梶房 修身(58)  犬飼 仁(50)  
MV 広島 広島 谷 正春(54) 出口 益男(58) 堀江 康博(53)  小川 敬三(71)  



Ｍ21 801 北海道 北海道 山田 健一( ) 岡崎 知治( ) 三野 隆志( )   
Ｍ21 802 図情大ＯＬＣド 茨城 赤池 勝哉(33) 宮城島悠太(24) 小柳俊一郎(20) 大石 恭己(24)  
Ｍ21 803 図情大ＯＬＣレ 茨城 水野 宏一(22) 佐藤 充(22) 斉 淳史(20) 林 哲也(29)  
Ｍ21 804 筑波大ＯＬ愛好Ａ 茨城 村上 雅昭(23) 小部 直人(22) 永井 悠文(22)   
Ｍ21 805 筑波大ＯＬ愛好Ｂ 茨城 高鶴 哲也(21) 野口 貴志(24) 鈴木 未生(23)   
Ｍ21 806 茨城大ＯＬＤ1 茨城 田口 裕也(19) 佐藤 祐樹(19) 阿久津功朗(24)   
Ｍ21 807 さいたまＭ21 埼玉 吉田 勉(40) 小林 慎哉(40) 山下 智之(22)   
Ｍ21 808 東工大ＯＬＴは 埼玉 鷹觜 和邦(20) 広津 敏尚(20) 前田 裕太(20)   
Ｍ21 809 東工大ＯＬＴに 埼玉 斉藤 孝男(21) 田中 淳一(21) 徳江 勇樹(21)   
Ｍ21 810 京葉ＯＬクラブ 千葉 庄司 拓央(27) 宮本 幸治(39) 鈴木 拳直(36)   
Ｍ21 811 鳩の会 千葉 大栗 宗(23) 青柳 琢(29) 若林 秀明(23)   
Ｍ21 812 オグオグＯＫ 東京 加藤 弘之(23) 針谷 尚幸(23) 小熊 武彦(22)   
Ｍ21 813 元はＯＳＡＫＡ 東京 藤原 成文(34) 谷村 正樹(30) 藤生 考志(33)   
Ｍ21 814 東工大ＯＬＴい 東京 仁多見 剛(24) 井ノ川智史(22) 藤野 友祐(22)   
Ｍ21 815 東工大ＯＬＴろ 東京 蔵田 真彦(22) 菊澤 恵三(22) 川井 宏一(21)   
Ｍ21 816 東工大ＯＬＴほ 東京 佐藤 善信(21) 久保田芳弘(20) 坪居 大介(20)   
Ｍ21 817 農工大ＯＬＣ-Ａ 東京 関戸 強(22) 中村 洋士(29) 玉井 誠二(25)   
Ｍ21 818 農工大ＯＬＣ-Ｂ 東京 榊原幸一郎(22) 北山 大祐(22) 西山 晃(19)   
Ｍ21 819 農工大ＯＬＣ-Ｃ 東京 井上 博人(20) 市原 孝一(20) 高橋 良英(21)   
Ｍ21 820 農工大けやき会 東京 田中 徹(44) 永元 真也(37) 志村 和生(34)   
Ｍ21 821 中央大学Ｃ 東京 佐藤 励(21) 川口 智明(22) 中西 俊雄(24)   
Ｍ21 822 中央大学Ｄ 東京 千葉 裕介(22) 洲藤 栄男(22) 藤野 真一(22)   
Ｍ21 823 中央大学Ｅ 東京 矢野 巧(23) 野崎 智行(23) 金子 竜太(26)   
Ｍ21 824 早大ＯＣＢ 東京 小田 尚徹(22) 土井 康紀(20) 赤坂 太郎(21)   
Ｍ21 825 オフィシャ＋1 神奈川 西脇 正展(26) 上野 大悟(25) 藤咲 芳春(29)   
Ｍ21 826 早大ＯＣＡ 神奈川 山田雄一郎(22) 青島 健太(23) 伏見 考一(23)   
Ｍ21 827 早大ＯＬＫ 神奈川 尾崎 高志(20) 寺垣内 航(21) 後藤 崇(22)   
Ｍ21 828 ＯＬＧ新潟支局 新潟 樋口 佳和(21) 田崎 友康(24) 真部 哲治(25)   
Ｍ21 829 新潟大学ＯＢ虎 新潟 加藤 靖裕(31) 橋本 健作(28) 帖佐 崇(25)   
Ｍ21 830 新潟大学ＯＢ象 新潟 本間 信行(30) 大久保 聡(25) 新保 和久(26)   
Ｍ21 831 新大ＯＣ・Ａ 新潟 天兒 英二(22) 土屋 裕之(23) 三輪 俊之(22)   
Ｍ21 832 新大ＯＣ・Ｂ 新潟 樺沢 直行(22) 小笠原隆史(21) 中野 浩一(21)   
Ｍ21 833 金大ＯＬＣＡ 石川 中沢 宏紀(22) 中田 大裕(22) 木村建二郎(23)   
Ｍ21 834 金大ＯＬＣＢ 石川 清水 健太(21) 川上 一弘(21) 長谷川洋徳(22)   
Ｍ21 835 長野県ＯＬ協会Ａ 長野 美谷島 孝(44) 島崎 和彦(30) 金田 哲生(26)   
Ｍ21 836 安倍川もち 静岡 内藤 一紀(25) 平井 均(38) 長谷川 靖(22)   
Ｍ21 837 増山歩を励ます会 静岡 今福 和也(23) 高倉 由浩(24) 阿部 和洋(24)   
Ｍ21 838 静大ＯＬＣＡ 静岡 柘植 敦司(23) 山本 龍二(22) 寺田 慎一(21)   
Ｍ21 839 畑薙，間ノ岳 静岡 須藤 兼隆(30) 岸本 亮(31) 木俣 順(30)   
Ｍ21 840 愛知一般チーム 愛知 後藤 雄介(23) 神谷 隆雄(49) 棚橋 是之(32)   
Ｍ21 841 鈴木バクハツⅡ 愛知 鈴木 将浩(23) 藤嶋 大介(22) 塩崎 太郎(22)   
Ｍ21 842 洛星＋α 京都 岡本 健一(23) 門 浩吉(22) 原 健太(22)   



Ｍ21 843 京大ＯＬＣ21期 京都 永田 秀樹(23) 山本 昇平(22) 牧野 雅臣(23)   
Ｍ21 844 阪大おひや 大阪 古川 康之(20) 加藤 俊之(19) 中山 敏(21)   
Ｍ21 845 阪大ビール 大阪 内田 昇(21) 堺 信夫(21) 宜保 諒(20)   
Ｍ21 846 阪大ウイスキー 大阪 吉村 真澄(23) 溝渕 秀敏(23) 岸本 誠之(22)   
Ｍ21 847 阪大日本酒 大阪 中山 敏(21) 岩根 聖二(22) 田部 恭裕(22)   
Ｍ21 848 夜麻登ＯＬＫ 奈良 上松 晋也(24) 川辺 俊輔(23) 梅本 敬史(29)   
Ｍ21 849 兵庫県選抜1 兵庫 藤田 雅也(22) 笹倉 拓人(19) 杉本 博司(21)   
Ｍ21 850 兵庫県選抜2 兵庫 藤崎 泰正(39) 岡本 祐樹(24) 大江 恒男(38)   
Ｍ21 851 山口大学ＯＬＣ 山口 葛城 将文(21) 古賀 登(21) 鈴木 正史(21)   
Ｗ21 901 筑波大ＯＬ愛好会 茨城 河野 優香(22) 大保 和子(22) 葛城 友香(20)   
Ｗ21 902 日本女子大ＯＣＡ 東京 水野 真理(22) 西野 方子(22) 矢口 恭子(22)   
Ｗ21 903 東京農大ＯＬＧＡ 東京 市川あさ子(22) 横関 梓(21) 小林 愛(19)   
Ｗ21 904 東京農大ＯＬＧＢ 東京 市川あさ子(22) 門脇 典子(19) 門脇 咲子(19)   
Ｗ21 905 うなぎバーガー 静岡 本杉美記野(27) 立花 純子(29) 上坂 和子(30)   
Ｗ21 906 椙山ＯＬＣ5 愛知 江上 幸子(20) 斎藤 萌子(20) 鈴木 千佳(20)   
Ｍ35 861 春日部エーワン 埼玉 森山 松年(56) 石沢 賢二(50) ﾋﾞﾖﾝ･ｸﾞｽﾀﾌｿﾝ(36)   
Ｍ35 862 春日部ビーワン 埼玉 中山 勝(61) 井上 稔雄(61) 中安 正弘(55)   
Ｍ35 863 東京ＯＬクラブＡ 東京 齋藤 貴之(40) 西沢 敦(39) 天明 英之(49)   
Ｍ35 864 ワンダラーズＡ 神奈川 伊藤 清(58) 小嶋 信義(59) 茅野 耕治(41) 今井 信親(61)  
Ｍ35 865 丘の上 神奈川 小泉 辰喜(38) 野々山一郎(38) 高橋 和義(35)   
Ｍ20 871 北大ＯＬＣ 北海道 川嶋宗一郎(20) 永松 敦(19) 北 大作(19)   
Ｍ20 872 岩手Ｂ 岩手 鎌田 憲幸(19) 千葉 圭史(19) 三上 諒(20) 細田 北斗(19)  
Ｍ20 873 岩手Ｃ 岩手 福盛田 剛(19) 櫻井 悠(19) 細田 北斗(19) 及川 弘文(19)  
Ｍ20 874 図情大ＯＬＣミ 茨城 厚主 敏治(19) 高橋 雄哉(19) 市川 祥広(19) 斉 淳史(20)  
Ｍ20 875 都立大ＯＣ 埼玉 米田 稔(21) 松本 大輔(20) 石井 大生(20)   
Ｍ20 876 東工大ＯＬＴと 埼玉 北村 伸介(19) 木平 孝和(19) 村上 諒一(19)   
Ｍ20 877 東工大ＯＬＴへ 東京 岡 英樹(19) 海野 正英(19) 北崎 茂(19)   
Ｍ20 878 中央大学Ａ 東京 尾崎 友昭(20) 織田 勝久(20) 下山 真和(19)   
Ｍ20 879 金大ＯＬＣＣ 石川 城座慎一郎(21) 寺島 正洋(21) 吉田 建典(20)   
Ｍ20 887 金大ＯＬＣＤ 石川 北村 亮(20) 近藤 大樹(20) 鶴田 翔一(20)   
Ｍ20 881 金大ＯＬＣＥ 石川 平岡 雅芸(19) 野口 喜朗(19) 小森 康孝(19)   
Ｍ20 882 静大ＯＬＣＢ 静岡 櫻木 伸也(19) 東條 靖(19) 園原 揚介(20)   
Ｍ20 883 静大ＯＬＣＣ 静岡 渡辺 徹(19) 矢崎 賢二(19) 森 英敏(19)   
Ｍ20 884 静大ＯＬＣＤ 静岡 渡辺 雅敏(19) 西山 洋生(20) 藤井 美岳(19)   
Ｍ20 885 静大ＯＬＣＥ 静岡 干塲 祐(19) 山口 直哉(19) 佐藤 崇雄(19)   
Ｍ20 886 静大ＯＬＣＦ 静岡 佐藤 大輔(20) 朝比奈洋直(20) 青木 邦俊(19)   
Ｍ20 887 名大ピッチャ 愛知 鶴井 達也(19) 武藤 広晃(20) 笹田 悠司(19)   
Ｍ20 888 名大バッター 愛知 赤地 祐彦(19) 西岡 英則(20) 山田 祐嗣(19)   
Ｍ20 889 中川と植山と安形 兵庫 中川 英一(20) 植山 大輔(20) 安形俊太郎(21)   
Ｗ20 921 図情大ＯＬＣファ 茨城 秋吉 佑紀(19) 家木 順子(19) 澤 菜津美(19) 亀山 幸(19)  
Ｗ20 922 日本女子大ＯＣＢ 東京 橋本 陽子(19) 小澤 優香(19) 石山佳代子(19)   
Ｗ20 923 日本女子大ＯＣＣ 東京 村山 郁代(19) 栗原真季子(19) 渡辺りつ子(19)   



Ｗ20 924 農工大ＯＬＣ-Ｄ 東京 野村 泰子(21) 志度 裕子(20) 藤澤 知美(20)   
Ｗ20 925 東女津田ＯＬＫ 東京 川島沙耶香(21) 関戸 紀子(21) 小暮なつ樹(21)   
Ｗ20 926 ＯＬＫ豚女三人組 東京 関根亜希子(21) 上野恵美子(21) 加瀬 希(21)   
Ｗ20 927 椙山ＯＬＣ1 愛知 岩瀬 可奈(19) 大嶽 里沙(19) 矢野 祥子(21)   
Ｗ20 928 椙山ＯＬＣ2 愛知 並河 朋(19) 藤嶋 純子(19) 中川 美樹(19)   
Ｗ20 929 椙山ＯＬＣ3 愛知 田屋由紀子(19) 腰山いづみ(19) 野首 姫名(21)   
Ｗ20 930 椙山ＯＬＣ4 愛知 川本 有香(19) 柴田 理恵(19) 山口能登美(19)   
ＭＩＸ 951 岩手Ａ 岩手 及川 弘文(19) 西田 優(20) 安保 寛明(26) 三上 諒(20)  
ＭＩＸ 952 東北ＭＧ混成1 宮城 米本 路憲(22) 市川 祐樹(19) 荒井奈穂美(19)  
ＭＩＸ 953 東北ＭＧ混成2 宮城 伊藤 実(22) 後藤 大輔(19) 斎藤ゆうこ(19)  
ＭＩＸ 954 茨城の母 茨城 永井 直樹(33) 小比賀健司(33) 永井夕里子(29)  
ＭＩＸ 955 茨城のじじ 茨城 江崎 公二(28) 片山 保子(30) 上野山禎三(58)  
ＭＩＸ 956 図情大ＯＬＣソ 茨城 林 哲也(29) 佐野 恵(20) 為房 義博(35) 城山 康彦(33)  
ＭＩＸ 957 図情大ＯＬＣラ 茨城 城山 康彦(33) 大石 恭己(24) 八田 香織(31) 為房 義博(35)  
ＭＩＸ 958 図情大ＯＬＣシ 茨城 吉井 博一(33) 亀山 幸(19) 吉井 奈美(29) 八田 香織(31)  
ＭＩＸ 959 筑波大ＯＬ愛好会 茨城 新宅 未笛(24) 河嶋 純平(20) 引山 高志(19)   
ＭＩＸ 960 茨城大ＯＬＤ2 茨城 小泉 沙織(22) 京相 健二(19) 下村 英雄(19)   
ＭＩＸ 961 さいたまＭＩＸ 埼玉 吉田しのぶ( ) 坂本 君江(20) 高野 政雄(54)   
ＭＩＸ 962 サンドイッチ 埼玉 海野 忠秋(62) 海野とみ子(54) 加藤 伶子(61)   
ＭＩＸ 963 千葉県一般Ａ 千葉 内田 拓馬(22) 岡 恵子(21) 石井 修二(46)   
ＭＩＸ 964 千葉県一般Ｂ 千葉 古川 健二(21) 花木 睦子(20) 奥田 健史(29)   
ＭＩＸ 965 東京ＯＬクラブＢ 東京 四俣 徹(28) 中島 真里(37) 東京 太郎(40)   
ＭＩＸ 966 へたれみっくす 東京 坂本 伸也(25) 谷 久美子(24) 平井 太郎(26)   
ＭＩＸ 967 中央大学Ｂ 東京 近藤 崇(19) 佐藤 恭子(22) 佐藤 洵美(22)   
ＭＩＸ 968 早大ＯＣ23期 東京 大塚 友一(24) 長田 江美(24) 葛城 敬子(24)   
ＭＩＸ 969 早大ＯＣＣ 東京 清水 陽太(19) 岩井 稔(22) 築山 絢(19)   
ＭＩＸ 970 ワンダラーズＢ 神奈川 今井 信親(61) 今井 栄(55) 坂 賢(27)   
ＭＩＸ 971 不由径Ａ 石川 田中 香織(25) 小野田 敦(36) 猪狩 雅(25)   
ＭＩＸ 972 不由径Ｂ 石川 藤田 三樹(23) 足立 真俊(28) 山岸甚太郎(26)   
ＭＩＸ 973 不由径Ｃ 石川 下山 修子(24) 足立 良富(27) 鳥居 貴浩(26)   
ＭＩＸ 974 不由径Ｄ 石川 小林 力(27) 上田 慶子(23) 金子 弥生(28)   
ＭＩＸ 975 金大ＭＩＸ 石川 土肥 雅人(19) 清塚 大輔(19) 柿木 芙美(19)   
ＭＩＸ 976 長野県ＯＬ協会Ｂ 長野 飯島 邦彦(25) 黒田 幹朗(27) 高橋 美和(28)   
ＭＩＸ 977 長野県ＯＬ協会Ｃ 長野 平沢 大地(23) 服部 泰久(23) 小林 啓子(22)   
ＭＩＸ 978 犬飼女王様と下僕 愛知 犬飼 裕子(21) 太田雄一郎(22) 磯部 佑太(20)   
ＭＩＸ 979 滋賀Ａ 滋賀 奥村 隆明(37) 横江 君香(24) 松井 宏介(22)   
ＭＩＸ 980 滋賀Ｂ 滋賀 平島 俊次(50) 中家 陽子(24) 山口 真二(24)   
ＭＩＸ 981 阪大外大混成組 大阪 河内谷名保子(21) 坂元 拓海(21) 松田 ヤエ(21)   
ＭＩＸ 982 山口大学ＯＬＣ 山口 松本 伸也(22) 後藤 正幸(22) 板谷 麻由(22)  


