
11. ミドル一般の部　スタートリスト
【MUA1】 11:09 杉町 大輔 立命館2 10:57 平尾 正明 電気通信3
10:00 尾崎 友昭 中央3 11:10 橘 俊也 電気通信3 10:58 草場 健一 山口2
10:01 吉川 幸輔 図書館情報5 11:11 小澤 健太郎 筑波2 10:59 村田 康児 東京農工2
10:02 近藤 大樹 金沢3 11:12 東條 靖 静岡3 11:00 上田 篤史 京都3
10:03 下村 英雄 茨城3 11:13 高橋 直樹 岩手3 11:01 野口 喜朗 金沢3
10:04 高塚 史明 千葉2 11:14 有賀 敏典 京都4 11:02 若宮 武 大阪外国語4
10:05 斉 淳史 図書館情報4 11:15 永松 敦 北海道3 11:03 井上 陽介 岩手2
10:06 宮下 悠 千葉2 11:16 田島 佑輔 大阪2 11:04 赤地 祐彦 名古屋3
10:07 荒井 隆雄 東京農工3 11:17 海野 正英 東京工業3 11:05 福岡 典幸 電気通信2
10:08 井口 弘章 東北3 11:18 大薄 隆志 千葉4 11:06 茂野 洋一 千葉2
10:09 四方田 雄哉 静岡2 11:19 松倉 淳 電気通信3 11:07 小川 圭介 慶應義塾2
10:10 村田 悠 名古屋4 11:08 高田 裕紀 大阪市立2
10:11 高崎 裕一 埼玉4 【MUA2】 11:09 佐久間 唯 東京農工2
10:12 田久保 豊 早稲田2 10:00 芝田 啓亮 岩手県立2 11:10 三上 智 神戸2
10:13 柴崎 洋志 山口2 10:01 若林 孝行 立命館2 11:11 鎌田 裕一 電気通信3
10:14 中村 康広 東京工業2 10:02 水越 悠文 京都4 11:12 大浅 殖央 東京農工4
10:15 石川 潤 東京3 10:03 吉川 直人 電気通信3 11:13 西郷 貴洋 東京2
10:16 三上 哲也 埼玉4 10:04 小林 弘一郎 千葉2 11:14 信末 俊平 大阪2
10:17 金原 慶明 電気通信2 10:05 岡本 正光 千葉3 11:15 佐藤 嵩浩 早稲田2
10:18 福田 重一 岩手2 10:06 小出 洋資 電気通信2 11:16 平岡 正紘 山口4
10:19 鈴木 勇雄 新潟3 10:07 星河 廣樹 北海道2 11:17 浜岡 将司 岩手5
10:20 佐藤 啓史 東京2 10:08 森 英敏 静岡3 11:18 浅井 聡 埼玉4
10:21 関口 真宏 中央2 10:09 下山 真和 中央3 11:19 木平 孝和 東京工業3
10:22 玉川 隆士 新潟3 10:10 永井 大悟 茨城2
10:23 窪田 和博 埼玉3 10:11 本間 隆一 東京工業2 【WUA】
10:24 景山 祐 山口2 10:12 岩田 淳 東京工業4 10:00 柴田 理恵 椙山女学園3
10:25 浅井 貴弘 岩手2 10:13 松田 康彦 金沢2 10:01 並河 朋 椙山女学園3
10:26 清水 陽太 早稲田3 10:14 北村 俊介 東京工業3 10:02 中瀬 沙織 京都橘女子2
10:27 岩本 俊哉 山口4 10:15 五嶋 宏通 京都2 10:03 秋吉 佑紀 図書館情報3
10:28 辰田 寛和 東京農工4 10:16 三上 諒 岩手3 10:04 福森 ちさこ 金沢2
10:29 近藤 崇 中央3 10:17 佐川 雅幸 茨城2 10:05 高橋 香織 相模女子2
10:30 中村 倫崇 山口4 10:18 熊田 信次 東京工業4 10:06 北川 奈津子 山口2
10:31 宜保 諒 大阪4 10:19 石角 直大 京都3 10:07 三上 亜弥 大阪外国語2
10:32 友永 幸太 東京農工4 10:20 高橋 誠一郎 大阪市立4 10:08 岩瀬 可奈 椙山女学園3
10:33 久保 秀男 茨城2 10:21 友安 充宜 東京工業2 10:09 安藤 ゆき子 京都橘女子4
10:34 須賀 博基 茨城2 10:22 西崎 隼人 名古屋2 10:10 池田 智子 津田塾2
10:35 青山 尚樹 静岡2 10:23 井上 勇樹 大阪市立3 10:11 寺島 香織 椙山女学園4
10:36 佐藤 大輔 静岡4 10:24 糸永 幸平 東京工業2 10:12 藤川 麻未 金沢2
10:37 吹毛井 省吾 中央2 10:25 名木山 滋 大阪市立3 10:13 家木 順子 図書館情報3
10:38 岩井 俊樹 静岡2 10:26 大庭 正裕 静岡2 10:14 漢那 理絵 相模女子3
10:39 加藤 航 電気通信2 10:27 椛澤 基史 千葉2 10:15 岸田 真希 京都橘女子2
10:40 水戸部 一貴 電気通信3 10:28 大橋 憲昭 茨城2 10:16 荻野 宏美 京都女子2
10:41 松木 崇 中央2 10:29 今野 利光 東京工業3 10:17 中坪 彩香 京都橘女子2
10:42 清水 恭平 新潟2 10:30 山尾 勇介 金沢2 10:18 鈴木 理恵子 立命館4
10:43 佐藤 秀一 神戸4 10:31 岩野 翔 金沢2 10:19 中川 美樹 椙山女学園3
10:44 山田 真司 筑波4 10:32 石崎 秀樹 立命館2 10:20 峯村 真保民 京都女子3
10:45 吉田 智志 大阪市立2 10:33 佐々木 海 東京工業4 10:21 腰山 いづみ 椙山女学園3
10:46 小越 怜壽 東京農業2 10:34 若林 宗平 北海道2 10:22 若林 さゆり 新潟3
10:47 仁平 克輝 茨城2 10:35 室川 紘一 新潟3 10:23 亀山 幸 図書館情報3
10:48 堺 信夫 大阪4 10:36 林 和男 中央2 10:24 村井 愛 京都女子3
10:49 村岡 悠 大阪市立2 10:37 名嘉眞 朝将 東京工業4 10:25 中山 暁絵 岩手2
10:50 菊池 正之 岩手2 10:38 中村 勇太 中央2 10:26 久保 沙織 東京女子4
10:51 持丸 智英 千葉3 10:39 青木 孝道 東京4 10:27 吉田 歩美 立命館4
10:52 朝比奈 洋直 静岡4 10:40 天笠 真吾 金沢2 10:28 山口 能登美 椙山女学園3
10:53 山口 能迪 東京3 10:41 市川 雄一朗 大阪外国語2 10:29 入江 早紀 京都女子2
10:54 大谷 周平 大阪市立3 10:42 佐藤 啓一 東北2 10:30 一本松 諭美 千葉2
10:55 嵯峨 浩端 岩手2 10:43 福谷 俊行 神戸4 10:31 井上 七保子 東京女子3
10:56 桜井 悠 岩手3 10:44 保科 泰 新潟2 10:32 戸谷 千夏 日本女子4
10:57 八木沼 俊 早稲田4 10:45 金山 隆志 静岡2 10:33 江上 幸子 椙山女学園4
10:58 綾部 孝 茨城3 10:46 高橋 優 東京農工2 10:34 中島 明日香 京都橘女子2
10:59 君塚 晃平 埼玉3 10:47 田尻 智紀 大阪市立2 10:35 桜井 麻衣 中央3
11:00 飯田 遼一 東北2 10:48 赤木 孝信 立命館3 10:36 本田 享子 東京女子3
11:01 堀口 裕史 東京農工2 10:49 久保田 壮一 電気通信4 10:37 倉田 陽子 山口2
11:02 伊藤 善人 東京工業3 10:50 高橋 裕樹 神戸4 10:38 八谷 尚美 山口2
11:03 池田 太志 千葉4 10:51 齋藤 正敏 茨城2 10:39 藤嶋 純子 椙山女学園3
11:04 西岡 英則 名古屋3 10:52 小森 康孝 金沢3 10:40 佐野 恵 図書館情報4
11:05 谷内田 功 新潟4 10:53 内田 昇 大阪4 10:41 青山 沙絵 京都女子2
11:06 秋山 征太郎 北海道2 10:54 渡辺 直 京都4 10:42 内記 みづえ 静岡2
11:07 鎌田 憲幸 岩手3 10:55 小林 且侑 東京農業2 10:43 渡辺 りつ子 日本女子3
11:08 京相 健二 茨城3 10:56 不破 喬 東京農工3 10:44 本郷 真弓 金沢2



10:45 荒井 友香 新潟3 10:39 國井 陽輔 岩手1 10:46 丹羽 将隆 静岡1
10:46 吉田 都 京都橘女子3 10:40 諸江 佳樹 東京1 10:47 渡辺和之 京都1
10:47 浅上 香織 山口2 10:41 吉田 知峻 東京1 10:48 吉川貴章 京都1
10:48 三輪 あづみ 相模女子3 10:42 中尾 吉男 東京1 10:49 野村 佳佑 東京工業1
10:49 溝端 香苗 山口2 10:43 渡辺 聡一郎 早稲田1 10:50 景山 健 早稲田1
10:50 葛城 友香 筑波4 10:44 入谷健元 京都1 10:51 田澤 典彦 東京工業1
10:51 曽根田 友美 京都橘女子2 10:45 田山 恭司 筑波1 10:52 佐藤 翔吾 筑波1
10:52 工藤 瞳 岩手2 10:46 四十木 拓郎 新潟1 10:53 土井 理司 静岡1
10:53 横部 早代 山口2 10:47 高瀬雄大 北海道1 10:54 植田 悠太郎 一橋1
10:54 中村 理恵子 筑波3 10:48 並木 政憲 筑波1 10:55 西村 卓也 東京農工1
10:55 西山 絵梨香 千葉3 10:49 大西崇之 京都1 10:56 三輪 暁人 茨城1
10:56 小澤 優香 日本女子3 10:50 佐藤 琢哉 茨城1 10:57 赤塚 祥悟 筑波1
10:57 市川 裕子 立命館4 10:51 遠藤 俊幸 埼玉1
10:58 原 志津香 山口3 10:52 永井 成亮 東北1 【WUF】

10:53 樽見 晋平 東京工業1 10:00 稲葉 茜 筑波1
【MUB】 10:54 松尾 真治 山口1 10:01 坂岡 由里江 筑波1
11:00 須田 真介 中央1 10:55 永山 貴教 東京農工1 10:02 阪井 美紀 茨城1
11:01 田村 優輝 東京4 10:56 狭間 裕一 電気通信1 10:03 和村 尚子 岩手1
11:02 佐藤 祐樹 茨城3 10:57 石川貴之 千葉1 10:04 市川陽子 千葉1
11:03 酒井 伸也 東北2 10:58 工藤 琢也 新潟1 10:05 内堀 美和 茨城1
11:04 橋本 壮生 東京農業2 10:06 菊池 早織 山口1
11:05 宮島 隆秀 東京農業2 【MUF2】 10:07 湯上 久美子 京都女子1
11:06 岡野 諭 東京4 10:00 辻内 俊紘 一橋1 10:08 藤井静香 岩手県立1

10:01 服部 高明 東京1 10:09 岩上 香織 津田塾1
【WUB】 10:02 川崎 健志 東北1 10:10 仲真子 金沢1
11:10 小林 史佳 実践女子2 10:03 阿竹 雄一郎 東京農工1 10:11 井手 恵理子 日本女子1
11:11 松井 亜実 東京女子4 10:04 男庭 和則 茨城1 10:12 水野 利枝子 椙山女学園1
11:12 味岡 知津子 実践女子2 10:05 大塚 康紀 東京農工1 10:13 井上 鮎美 静岡1
11:13 大和 明子 実践女子2 10:06 東 佳祐 筑波1 10:14 北川 麻季子 立命館1

10:07 岡田 雄治 名古屋1 10:15 村上 冴子 椙山女学園1
【MUF1】 10:08 岩瀬 祐介 早稲田1 10:16 森田沙織 千葉1
10:00 志水 博一 関西1 10:09 長縄 知晃 東北1 10:17 岩橋 愛 椙山女学園1
10:01 時田 学 福島1 10:10 萩原 浩之 東京農工1 10:18 恒川 紗智子 立命館1
10:02 小松 巧実 国際基督教1 10:11 石坂仁 千葉1 10:19 佐藤まろみ 千葉1
10:03 虎井 達哉 埼玉1 10:12 大関 直樹 立命館1 10:20 増田礼子 千葉1
10:04 田中 政任 東京1 10:13 丸藤 純 岩手1 10:21 田村 岬 宮城学院女子1
10:05 臼井 佑真 静岡1 10:14 五十嵐 雅史 慶應義塾1 10:22 笠原綾 日本女子1
10:06 高橋 大輔 岩手1 10:15 比嘉 友紀 東京工業1 10:23 山田 めぐみ 京都女子1
10:07 中村 準一 福島1 10:16 村上 巧 東京工業1 10:24 金子 智美 椙山女学園1
10:08 加藤 陽介 福島1 10:17 飯塚 祥太 新潟1 10:25 小西 仁美 京都女子1
10:09 南部 荘志 神戸1 10:18 内田 仁 茨城1 10:26 玉木智子 奈良女子1
10:10 水越 教博 山口1 10:19 小泉 俊朗 立命館1 10:27 柴田早斗未 奈良女子1
10:11 稲田 元樹 立命館1 10:20 林 泰斗 東北1 10:28 山本 美幸 山口1
10:12 志村 公寛 慶應義塾1 10:21 佐藤 一也 新潟1 10:29 金城 すみか 相模女子1
10:13 手塚宙之 慶應義塾1 10:22 中野 敬太 岩手1 10:30 山下 幸恵 新潟1
10:14 山本 秀洋 岩手1 10:23 田中 耕史 東京1 10:31 中沢 佳代 実践女子1
10:15 神山 康 早稲田1 10:24 沖 裕之 東京工業1 10:32 薮田明野 東京女子1
10:16 杉山 尚徳 東北1 10:25 前田 肇 東京1 10:33 石蔵 友紀子 津田塾1
10:17 後 洋人 筑波1 10:26 佐々木 勇人 岩手1 10:34 高橋 祐美 実践女子1
10:18 夢藤 健二 静岡1 10:27 青木 大輔 静岡1 10:35 平嶋 真季 相模女子1
10:19 舎利弗祐介 金沢1 10:28 佐々木 崇 新潟1 10:36 安田 亜美 山口1
10:20 蟹江 康洋 東京農工1 10:29 川添 智由 筑波1 10:37 豊田 安由美 筑波1
10:21 西尾和也 京都1 10:30 横山 恵司 東京農工1 10:38 塚口淑香 金沢1
10:22 加賀谷 暢良 岩手1 10:31 中 清行 神戸1 10:39 千葉 順子 宮城学院女子1
10:23 阿部寿洋 東京理科1 10:32 山本 純一 早稲田1 10:40 出雲 智子 東北1
10:24 稲垣孝宣 京都1 10:33 角森 哲博 岩手1 10:41 西 美保 静岡1
10:25 奥田 雅彦 早稲田1 10:34 前田 直人 金沢1 10:42 伊藤美佳 金沢1
10:26 渡辺 敏喜 新潟1 10:35 高野 幸男 筑波1 10:43 河野愛生 東京女子1
10:27 小野原 翔 立命館1 10:36 吉岡 慶祐 名古屋1 10:44 菊池 寛子 宮城学院女子1
10:28 高見 健司 岩手1 10:37 後藤 樹 筑波1 10:45 大西 梓実 東京女子1
10:29 大橋 洋介 慶應義塾1 10:36 吉岡 慶祐 名古屋1 10:46 川崎 有季 奈良女子1
10:30 早瀬 悠 茨城1 10:37 後藤 樹 筑波1 10:47 町田 由布子 新潟1
10:31 晴山 雄太 東京農工1 10:38 柏村 育郎 東北1 10:48 鹿嶋由喜 岩手県立1
10:32 内野 佳祐 茨城1 10:39 佐々太郎 千葉1 10:49 大類 景子 茨城1
10:33 佐藤 翔太 岩手1 10:40 堀田秀聡 千葉1 10:50 星野綾香 金沢1
10:34 月原 知行 電気通信1 10:41 溝川 貴大 東北1 10:51 石井 沙也香 日本女子1
10:35 西久保 史明 東京1 10:42 前川佳介 金沢1 10:52 二宮 恵子 山口1
10:36 安達 洋太 静岡1 10:43 小松 拓哉 東京1 10:53 垰本 翔子 津田塾1
10:37 古田 義典 山口1 10:44 新井 康介 東京農工1
10:38 那須野 勇人 静岡1 10:45 緑川 拓也 新潟1


