
プレスタート時刻 氏名 所属 プレスタート時刻 氏名 所属

12:15 山口 征矢 川口OLC 12:15 植松 裕子 入間市OLC

12:31 南 吏玖 名古屋大学 12:31 片岡 佑太 大阪大学

12:32 世良 史佳 立教大学 12:32 佐藤 公洋 東京大学

12:33 邊見 侑也 東北大学 12:33 遠藤 匠真 大阪大学

12:34 佐藤 健斗 横浜国立大学 12:34 伴 広輝 京都大学

12:35 12:35

12:36 松本 陸 岩手大学 12:36 川口 真司 名古屋大学

12:37 松永 佳大 京都大学 12:37 大田 将司 一橋大学

12:38 畠山 和 横浜国立大学 12:38 水田 達也 東北大学

12:39 久米 悠介 東北大学 12:39 高見澤 翔一 一橋大学

12:40 12:40

12:41 藤原 秀人 大阪大学 12:41 山本 明史 京都大学

12:42 中谷 鴻太 東京工業大学 12:42 久保川 和馬 東京大学

12:43 伊部 琴美 名古屋大学 12:43 今泉 将 名古屋大学

12:44 吉田 薪史 大阪大学 12:44 出原 優一 東京大学

12:45 12:45

12:46 南河 駿 名古屋大学 12:46 薗部 駿太 東北大学

12:47 吉岡 英晃 京都大学 12:47 松尾 怜治 東京大学

12:48 小林 祐子 東北大学 12:48 茶谷 知哉 名古屋大学

12:49 石川 創也 名古屋大学 12:49 日比 浩喜 東京大学

12:50 12:50

12:51 青代 香菜子 東北大学 12:51 出田 涼子 大阪大学

12:52 種市 雅也 東京大学 12:52 根本 夏林 東京大学

12:53 古屋 洸 東北大学 12:53 西嶋 就平 名古屋大学

12:54 加藤 宏明 名古屋大学 12:54 三上 拓真 東京大学

12:55 12:55

12:56 三科 圭史 東京大学 12:56 川又 美南 東北大学

12:57 杉浦 弘太郎 名古屋大学 12:57 植田 翔大 東京大学

12:58 殿垣 佳治 東京大学 12:58 青芳 龍 東北大学

12:59 堀江 直人 東北大学 12:59 長良 颯太 名古屋大学

13:00 13:00

13:01 澤田 陸 名古屋大学 13:01 八木橋 まい 東北大学

13:02 河野 大和 東京大学 13:02 長江 源輝 名古屋大学

13:03 林 雅人 名古屋大学 13:03 竹内 元哉 東京大学

13:04 片岡 茅悠 東京大学 13:04 小池 一輝 一橋大学

13:05 13:05

13:06 龍堀 巧 東北大学 13:06 前野 達也 名古屋大学

13:07 鶴本 美樹 大阪大学 13:07 檜脇 悠輔 東京工業大学

13:08 刀根 大輔 東京大学 13:08 斎藤 滉弥 東北大学

13:09 是永 大地 名古屋大学 13:09 伊村 公志 名古屋大学

13:10 13:10

13:11 佐藤 珠穂 法政大学 13:11 後藤 幸大 東京大学

13:12 重石 尚樹 岩手大学 13:12 澤田 潤 名古屋大学

13:13 菅原 晨太郎 東北大学 13:13 星 歩夢 東北大学

13:14 柏田 芳樹 一橋大学 13:14 堀尾 健太郎 名古屋大学

13:15 13:15
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13:16 河村 優花 名古屋大学 13:16 伊東 加織 東北大学

13:17 稲岡 雄介 大阪大学 13:17 岩城 大行 大阪大学

13:18 濱宇津 佑亮 東京大学 13:18 山田 基生 東北大学

13:19 石田 尚大 岩手大学 13:19 佐藤 世帆 岩手大学

13:20 13:20

13:21 粂 潤哉 東京大学 13:21 増田 健也 東京大学

13:22 林 俊充 岩手県立大学 13:22 石野 正晃 神戸大学

13:23 岩瀬 史明 名古屋大学 13:23 田中 駿行 大阪大学

13:24 高橋 ひなの 東北大学 13:24 住吉 将英 名古屋大学

13:25 13:25

13:26 棚橋 一樹 名古屋大学 13:26 西村 肇倫 東北大学

13:27 八重樫 篤矢 東北大学 13:27 小林 亮太 岩手県立大学

13:28 高橋 洸太 東京工業大学 13:28 髙野 智也 東北大学

13:29 宮本 樹 東京大学 13:29 森河 俊成 京都大学

13:30 13:30

13:31 高橋 駿 東北大学 13:31 比企野 純一 東京大学

13:32 山川 登 東京大学 13:32 竹内 公一 名古屋大学

13:33 中村 哲 京都大学 13:33 塚越 真悠子 大阪大学

13:34 大東 祐汰 東京大学 13:34 三國 稔男 東北大学

13:35 13:35

13:36 田中 創 大阪大学 13:36 香取 瑞穂 立教大学

13:37 田中 翔大 東京大学 13:37 周藤 裕 岩手大学

13:38 桃本 一輝 大阪大学 13:38 小林 美咲 十文字女子大学

13:39 長谷川 野 岩手県立大学 13:39 椎名 晃丈 東京大学

13:40 13:40

13:41 後藤 和樹 一橋大学 13:41 岩垣 和也 名古屋大学

13:42 平山 遼太 東京大学 13:42 稲森 剛 横浜国立大学

13:43 村上 淳哉 名古屋大学 13:43 豊田 伸平 東京大学

13:44 近藤 吉史 大阪大学 13:44 清野 幸 横浜国立大学

13:45 13:45

13:46 大橋 陽樹 東京大学 13:46 髙橋 郁磨 岩手大学

13:47 渡我部 ゆき 名古屋大学 13:47 村井 智也 東京大学

13:48 岡本 洸彰 東京大学 13:48 諏訪 夏海 東北大学

13:49 小牧 弘季 筑波大学 13:49 新田見 優輝 東京大学

13:50 13:50

13:51 中野 喬博 東京大学 13:51 八木 勇亮 名古屋大学

13:52 木下 達仁 一橋大学 13:52 飯田 泰史 東京大学

13:53 中西 祐樹 京都大学 13:53 佐々木 海斗 岩手県立大学

13:54 鈴木 沙綾 京都女子大学 13:54 森川 周 東京大学

13:55 13:55

13:56 鶴原 啓 東京大学 13:56 近藤 恭一郎 京都大学

13:57 西平 楽 東北大学 13:57 硲田 捷将 大阪大学

13:58 田中 創士 横浜国立大学 13:58 戸澤 貴志 横浜国立大学

13:59 石井 達也 名古屋大学 13:59 中山 勝 春日部OLC

14:00 14:00

14:01 君成田 智裕 じゃじゃじゃOC 14:01 伴 毅 京都OLC

14:02 高橋　厚 多摩OL 14:02 高橋 義人 多摩OL

14:03 木村 治雄 入間市OLC 14:03
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12:35 権守　歩斗 東京大学

Bクラス


