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スタートリスト 
男子選手権予選 レーン１ 

予選 氏 名 大学 B ファイナル 

8:46 井上 博人 東京農工3 12:16 

8:47 水越 悠文 京都 3 12:17 

8:48 村上 諒一 東京工業2 12:18 

8:49 鉾立 裕樹 東北 2 12:19 

8:50 北村 亮 金沢 3 12:20 

8:51 樺沢 直行 新潟 4 12:21 

8:52 大井 恵介 東北 1 12:22 

8:53 尾島 良 大阪 4 12:23 

8:54 米田 稔 東京都立4 12:24 

8:55 南雲 裕貴 新潟 3 12:25 

8:56 南茂 哲也 岩手 3 12:26 

8:57 櫻木 伸也 静岡 2 12:27 

8:58 高橋 元気 東北 2 12:28 

8:59 森田 健介 山口 1 12:29 

9:00 田村 陽祐 筑波 2 12:30 

9:01 小野田 剛太 京都 3 12:31 

9:02 一戸 康成 東北 3 12:32 

9:03 安藤 誠 東京 4 12:33 

9:04 天兒 英二 新潟 4 12:34 

9:05 後藤 俊介 千葉 2 12:35 

9:06 中澤 宏紀 金沢 4 12:36 

9:07 厚主 敏治 図書館情報2 12:37 

9:08 渡辺 裕己 東京 1 12:38 

9:09 岩田 淳 東京工業3 12:39 

9:10 小田村 航 静岡 3 12:40 

9:11 大井 恵介 東北 1 12:41 

9:12 齋藤 孝男 東京工業4 12:42 

9:13 村上 憲一 神戸 3 12:43 

9:14 香川 譲徳 東京農工2 12:44 

9:15 坂本 貴史 筑波 3 12:45 

9:16 長谷川 裕 京都 4 12:46 

9:17 小野木 哲也 東北 3 12:47 

9:18 関谷 茂樹 東北 2 12:48 

9:19 櫻田 隆之 筑波 4 12:49 

9:20 成川 研介 東京慈恵会医科4 12:50 

9:21 森脇 崇 東京 4 12:51 

9:22 尾崎 高志 早稲田 3 12:52 

9:23 吉田 建典 金沢 3 12:53 

9:24 中井 隆史 京都 3 12:54 

9:25 濱田 尚 東北 3 12:55 

9:26 細田 北斗 岩手 2 12:56 

9:27 北崎 茂 東京工業2 12:57 

9:28 小笠原 隆史 新潟 4 12:58 

9:29 福田 大輔 東京 3 12:59 

9:30 小柳 俊一郎 図書館情報3 13:00 

9:31 安形 俊太郎 京都 3 13:01 

9:32 山口 拓也 北海道 1 13:02 

9:33 土肥 雅人 金沢 2 13:03 

9:34 多田野 清人 筑波 3 13:04 

9:35 小熊 武彦 東京 4 13:05 

9:36 天谷 翔吾 金沢 3 13:06 

9:37 谷内田 功 新潟 3 13:07 

9:38 岩本 俊哉 山口 3 13:08 

9:39 小林 隆昭 千葉 2 13:09 

9:40 井口 弘章 東北 2 13:10 

9:41 光谷 友樹 東北 1 13:11 

9:42 前田 裕太 東京工業3 13:12 

9:43 間畠 真嗣 京都 4 13:13 

9:44 守田 匡宏 京都 4 13:14 

9:45 李 敬史 静岡 4 13:15 

男子選手権予選 レーン２ 
予選 氏 名 大学 B ファイナル

8:46 長沼 佑樹 京都 3 12:16 

8:47 中川 英一 京都 3 12:17 

8:48 寺垣内 航 早稲田 4 12:18 

8:49 馬場 政志 大阪 2 12:19 

8:50 深井 太志 千葉 3 12:20 

8:51 樋山 邦治 東北 3 12:21 

8:52 立花 聡 早稲田 4 12:22 

8:53 小磯 奈祐 慶應義塾4 12:23 

8:54 岡 英樹 東京工業2 12:24 

8:55 仲村 健一 京都 2 12:25 

8:56 菊池 武 東京 2 12:26 

8:57 今井 直樹 早稲田 2 12:27 

8:58 小田 尚徹 早稲田 4 12:28 

8:59 赤坂 太郎 早稲田 4 12:29 

9:00 鎌田 憲幸 岩手 2 12:30 

9:01 樽見 典明 名古屋 2 12:31 

9:02 高橋 大輔 神戸 4 12:32 

9:03 干場 祐 静岡 2 12:33 

9:04 熊野 匠人 東京 3 12:34 

9:05 野田 秀俊 東京 2 12:35 

9:06 後藤 大輔 東北 2 12:36 

9:07 鶴井 達也 名古屋 2 12:37 

9:08 川上 崇史 慶應義塾3 12:38 

9:09 佐藤 充洋 新潟 3 12:39 

9:10 野口 和範 東京 3 12:40 

9:11 井上 哲 北海道 4 12:41 

9:12 山越 順平 金沢 3 12:42 

9:13 佐伯 貴央 千葉 3 12:43 

9:14 浜端 紀行 東京 4 12:44 

9:15 吉田 武生 京都 4 12:45 

9:16 川嶋 宗一郎 北海道 2 12:46 

9:17 山本 俊光 東京 4 12:47 

9:18 田部 恭裕 大阪 4 12:48 

9:19 後藤 陽一 東北 1 12:49 

9:20 清水 陽太 早稲田 2 12:50 

9:21 東口 晴一 東京農業2 12:51 

9:22 赤木 孝信 立命館 2 12:52 

9:23 萩原 慶太 神戸 2 12:53 

9:24 大島 周平 東北 4 12:54 

9:25 青木 博人 東京 4 12:55 

9:26 田中 淳一 東京工業4 12:56 

9:27 鎌田 健太郎 新潟 2 12:57 

9:28 坪居 大介 東京工業3 12:58 

9:29 鷹觜 和邦 東京工業3 12:59 

9:30 長谷川 洋徳 金沢 4 13:00 

9:31 樋口 佳和 東京農業4 13:01 

9:32 安田 太郎 埼玉 3 13:02 

9:33 牧山 知彦 東京 3 13:03 

9:34 菊地 貴志 東京農工3 13:04 

9:35 久野 雄介 東京 4 13:05 

9:36 宜保 諒 大阪 3 13:06 

9:37 北村 俊介 東京工業2 13:07 

9:38 降旗 健 東京 3 13:08 

9:39 植村 圭祐 東京 2 13:09 

9:40 中村 倫崇 山口 3 13:10 

9:41 渡辺 雅敏 静岡 2 13:11 

9:42 阿部 敬寿 岩手 1 13:12 

9:43 古川 健二 千葉 3 13:13 

9:44 山村 周平 東北 3 13:14 

9:45 櫻本 信一郎 東北 4 13:15 
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男子選手権予選 レーン３ 

予選 氏 名 大学 B ファイナル 

8:46 平岡 雅芸 金沢 2 12:16 

8:47 松室 隼人 金沢 3 12:17 

8:48 中山 敏 大阪 4 12:18 

8:49 竹内 誠史 東京 3 12:19 

8:50 名嘉眞 朝将 東京工業3 12:20 

8:51 原 昇司 大阪 3 12:21 

8:52 西山 洋生 静岡 2 12:22 

8:53 太田 雄一郎 名古屋 4 12:23 

8:54 神 直儀 東北 3 12:24 

8:55 竹内 瞬 東北 3 12:25 

8:56 成田 充 図書館情報3 12:26 

8:57 徳江 勇樹 東京工業4 12:27 

8:58 三上 諒 岩手 2 12:28 

8:59 蒲池 史卓 東北 3 12:29 

9:00 岡本 健一 京都 4 12:30 

9:01 記野 聡史 岩手 3 12:31 

9:02 益本 宇一郎 東京 3 12:32 

9:03 川上 一弘 金沢 4 12:33 

9:04 高橋 伸寧 慶應義塾2 12:34 

9:05 山崎 貴彦 東京 1 12:35 

9:06 小鷲 宜也 早稲田 2 12:36 

9:07 金枝 敏克  神戸 3 12:37 

9:08 森川 佳太 山口 3 12:38 

9:09 高橋 雄哉 図書館情報2 12:39 

9:10 山口 卓也 岩手 3 12:40 

9:11 宮井 一帆 図書館情報3 12:41 

9:12 保呂 毅 京都 3 12:42 

9:13 湯沢 友豪 東北 1 12:43 

9:14 市原 孝一 東京農工3 12:44 

9:15 新宅 有太 京都 4 12:45 

9:16 中野 浩一 新潟 3 12:46 
9:17 西岡 利泰 北海道 4 12:47 

9:18 山下 智之 東京農工3 12:48 

9:19 城座 慎一郎 金沢 4 12:49 

9:20 田村 潔 新潟 3 12:50 

9:21 木村 洋介 大阪 3 12:51 

9:22 石関 圭志 千葉 4 12:52 

9:23 加登屋 毅 早稲田 3 12:53 

9:24 斎藤 祐也 東北 1 12:54 

9:25 楠本 俊壮 京都 3 12:55 

9:26 青柳 健太 東北 1 12:56 
9:27 宮澤 陽介 一橋 3 12:57 

9:28 及川 弘文 岩手 2 12:58 

9:29 北村 伸介 東京工業2 12:59 

9:30 内藤 愉孝 静岡 4 13:00 

9:31 西村 淳史 北海道 3 13:01 

9:32 久保田 芳弘 東京工業3 13:02 

9:33 三宅 文彦 名古屋 3 13:03 

9:34 平岡 正紘 山口 3 13:04 

9:35 堀江 守弘 東北 4 13:05 

9:36 近藤 壮 東北 3 13:06 
9:37 永橋 慎一 金沢 4 13:07 

9:38 川井 宏一 東京工業4 13:08 

9:39 佐藤 崇雄 静岡 2 13:09 

9:40 飯泉 祐司 千葉 4 13:10 

9:41 阪本 紘一 岩手 3 13:11 

9:42 高田 英司 東北 1 13:12 

9:43 松本 大輔 東京都立3 13:13 

9:44 真名垣 友樹 北海道 1 13:14 

9:45 小林 恭輔 東北 3 13:15 

 

 
女子選手権予選 レーン４ 

予選 氏 名 大学 B ファイナル 

8:46 鈴川 はるな 静岡 2 12:16 

8:47 原 直子 東京女子2 12:17 

8:48 小澤 優香 日本女子2 12:18 

8:49 中野 真希 日本女子3 12:19 

8:50 戸谷 千夏 日本女子3 12:20 

8:51 幸村 和美 岩手 1 12:21 

8:52 中谷 瑞木 早稲田 3 12:22 

8:53 角田 明子 岩手県立大1 12:23 

8:54 掛谷 朋美 千葉 4 12:24 

8:55 橋本 陽子 日本女子2 12:25 

8:56 山田 美帆 津田塾 4 12:26 

8:57 原 響子 千葉 4 12:27 

8:58 栗原 真季子 日本女子2 12:28 

8:59 宮沢 絵美 千葉 3 12:29 

9:00 鈴木 裕子 金沢 3 12:30 

9:01 横関 梓 東京農業4 12:31 

9:02 高橋 英子 宮城学院女子 4 12:32 

9:03 渡邉 信枝 東京家政3 12:33 

9:04 阿久津 麻美 宮城学院女子 2 12:34 

9:05 下村 佳奈 岩手 3 12:35 

9:06 中村 理恵子 筑波 2 12:36 

9:07 竹内 志づ香 新潟 2 12:37 

9:08 渡邊 まい 東京女子1 12:38 

9:09 今成 由子 奈良女子2 12:39 

9:10 吉田 恵美 新潟 2 12:40 

9:11 若林 さゆり 新潟 2 12:41 

9:12 米谷 法子 東京農工1 12:42 

9:13 佐藤 玲子 東京女子4 12:43 

9:14 柘植 春奈 日本女子3 12:44 

9:15 塚八 ゆかり 京都橘女子3 12:45 

9:16 荒瀧 紘子 東京農工2 12:46 

9:17 木暮 なつ樹 東京女子4 12:47 

9:18 関根 亜希子 中央 4 12:48 

9:19 峯村 綾香 奈良女子2 12:49 

9:20 中川 美樹 椙山女学園2 12:50 

9:21 杉本 さや香 東京農工2 12:51 

9:22 大保 和子 筑波 4 12:52 

9:23 並河 朋 椙山女学園2 12:53 

9:24 秋吉 佑紀 図書館情報2 12:54 

9:25 皆川 美紀子 東京農工 4 12:55 

9:26 土屋 紀子 東京農工4 12:56 

9:27 坂本 君江 埼玉 3 12:57 

9:28 若林 希美 日本女子2 12:58 

9:29 鳥羽田 恵理 茨城 4 12:59 

9:30 田中 史織 新潟 3 13:00 

9:31 家木 順子 図書館情報2 13:01 

9:32 青島 優 津田塾 2 13:02 

9:33 杉崎 真由子 筑波 3 13:03 

9:34 川﨑 恵子 山口 2 13:04 

9:35 浅井 千穂 京都 4 13:05 

9:36 高橋 舞 宮城学院女子 4 13:06 

9:37 西田 幸代 京都女子2 13:07 

9:38 山路 さわか 東京農工3 13:08 

9:39 葛城 友香 筑波 3 13:09 

9:40 池田 智里 新潟 3 13:10 

9:41 江上 幸子 椙山女学園3 13:11 

9:42 永井 さや香 千葉 2 13:12 

9:43 上野 恵美子 東京女子4 13:13 

9:44 千葉 光絵 宮城学院女子 2 13:14 

9:45 花木 睦子 千葉 3 13:15 
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女子選手権予選 レーン５ 

予選 氏 名 大学 B ファイナル 

8:46 志村 和子 椙山女学園3 12:16 

8:47 大塚 泰恵 金沢 4 12:17 

8:48 青山 美里 実践女子2 12:18 

8:49 藤澤 知美 東京農工3 12:19 

8:50 森澤 寿里 奈良女子2 12:20 

8:51 高木 麻衣 東京農工2 12:21 

8:52 櫻井 優子 宮城学院女子 4 12:22 

8:53 荒井 友香 新潟 2 12:23 

8:54 志度 裕子 東京農工2 12:24 

8:55 車 ゆんそん 東京女子3 12:25 

8:56 松島 佳代子 静岡 4 12:26 

8:57 安藤 ゆき子 京都橘女子3 12:27 

8:58 村山 郁代 日本女子2 12:28 

8:59 松石 苑子 京都女子3 12:29 

9:00 野村 泰子 東京農工4 12:30 

9:01 大西 絢子 大阪 2 12:31 

9:02 西田 優 岩手 2 12:32 

9:03 菅藤 望 金沢 3 12:33 

9:04 門間 幸恵 宮城学院女子 2 12:34 

9:05 岩瀬 可奈 椙山女学園2 12:35 

9:06 市川 裕子 立命館 3 12:36 

9:07 藤田 沙織 大阪市立 2 12:37 

9:08 西山 絵梨香 千葉 2 12:38 

9:09 山口 能登美 椙山女学園2 12:39 

9:10 藤原 麻理 奈良女子4 12:40 

9:11 小林 愛 東京農業2 12:41 

9:12 鈴木 千佳 椙山女学園3 12:42 

9:13 桑野 文 京都橘女子3 12:43 

9:14 市川 あさ子 東京農業4 12:44 

9:15 高野 麻記子 筑波 4 12:45 

9:16 岡 恵子 千葉 3 12:46 
9:17 高泉 佳苗 宮城学院女子 4 12:47 

9:18 荒井 奈穂美 宮城学院女子 2 12:48 

9:19 澤 菜津美 図書館情報2 12:49 

9:20 三宅 有紀 京都 3 12:50 

9:21 吉田 都 京都橘女子2 12:51 

9:22 堤 多香子 立命館 3 12:52 

9:23 築山 絢 早稲田 2 12:53 

9:24 亀山 幸 図書館情報2 12:54 

9:25 高橋 睦 宮城学院女子 4 12:55 

9:26 平井 亜希奈 千葉 3 12:56 
9:27 石山 佳代子 日本女子2 12:57 

9:28 加藤 彩 奈良女子2 12:58 

9:29 若木 まりも 京都 4 12:59 

9:30 佐藤 栄子 京都橘女子2 13:00 

9:31 伊東 佑梨 京都 3 13:01 

9:32 添田 さやか 千葉 4 13:02 

9:33 金城 千晶 東京女子3 13:03 

9:34 大川 真理子 東京農工3 13:04 

9:35 姫野 祐子 東北 4 13:05 

9:36 本田 享子 東京女子2 13:06 
9:37 吉野 真弓 相模女子2 13:07 

9:38 西脇 千可子  椙山女学園3 13:08 

9:39 武富 翼 龍谷 3 13:09 

9:40 朴峠 周子 日本女子2 13:10 

9:41 龍野 恵 京都 3 13:11 

9:42 藤嶋 純子 椙山女学園2 13:12 

9:43 酒井 秋穂 宮城学院女子 2 13:13 

9:44 斎 由佳 宮城学院女子 2 13:14 

9:45 川島 沙耶香 東京女子4 13:15 

 

 
チームオフィシャル 
北海道 佐野 智人 津田塾 横井 温子 

北海道 中谷 章吾 東京女子 田島 聖子 
東北 禅洲 拓 東京女子 降旗 芳典 
東北 瀬戸口 洋幸 東京工業 井ノ川 智史 
東北 平林 静保 東京工業 蔵田 真彦 
東北 西畑 俊介 東京 宇田川 雅令 
宮城学院女子 柏倉 佳介 東京 藤咲 芳春 
金沢 小林 力 日本女子 水野 真理 

金沢 猪飼 雅 日本女子 矢口 恭子 
金沢 片山 裕典 東京農業 松岡 崇 
金沢 南 朋江 東京農業 塩野 絵梨子 
新潟 中野 秀紀 東京農工 大塚 弘樹 
新潟 今福 和也 東京農工 北山 大祐 
新潟 土屋 裕之 椙山女学園 塩崎 太郎 
茨城 引地 隆介 静岡 柘植 敦司 

慶應義塾 森下 隼人 静岡 長谷川 靖 
慶應義塾 高橋 ひろみ 名古屋 藤嶋 大介 
実践女子 天野 啓 京都 許田 重治 
実践女子 伊是名奈津子 京都 宮内 佐季子 
図書館情報 大石 恭己 京都 西尾 信宏 
図書館情報 庄山 美子 京都 岡野 健太郎 
千葉 芹澤 智裕 京都女子 澤田 留己 
千葉 高瀬 彩和 京都女子 山本 昇平 

早稲田 青島 健太 京都橘女子 工藤 千晶 
早稲田 伏見 孝一 京都橘女子 横澤 夕香 
早稲田 榎本 和弘 神戸 青森 將士 
早稲田 宮田 賢太郎 奈良女子 江田 美晴 
筑波 佐々木 良宜 山口 後藤 正幸 
筑波 新宅 未笛   
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MUA 
時刻 氏名 大学 
10:01 山床 晋也 立命館 4 
10:02 青木 孝道 東京 3 
10:03 金子 允 東京農業3 
10:04 田中 俊行 東北 3 
10:05 佐藤 嶺太 立命館 3 
10:06 友永 幸太 東京農工3 
10:07 近藤 大樹 金沢 2 
10:08 渡辺 真人 東京 4 
10:09 矢崎 賢治 静岡 2 
10:10 佐藤 豪 慶應義塾4 
10:11 武藤 広晃 名古屋 2 
10:12 鶴田 翔一 金沢 2 
10:13 赤地 祐彦 名古屋 2 
10:14 清塚 大輔 金沢 2 
10:15 寺嶋 健太 新潟 3 
10:16 田村 優輝 東京 3 
10:17 佐藤 大輔 静岡 3 
10:18 青木 邦俊 静岡 2 
10:19 石川 潤 東京 2 
10:20 石母田 篤 茨城 2 
10:21 森 英敏 静岡 2 
10:22 長野 祐一 東京 2 
10:23 永井 雄一郎 慶應義塾2 
10:24 長澤 憲太郎 金沢 3 
10:25 持丸 智英 千葉 2 
10:26 保前 保 千葉 2 
10:27 八重樫 優一 千葉 2 
10:28 松井 弘之 東京 2 
10:29 小森 康孝 金沢 2 
10:30 有賀 敏典 京都 3 
10:31 渡辺 徹 静岡 2 
10:32 石井 大生 東京都立2 
10:33 海野 正英 東京工業2 
10:34 山田 祐嗣 名古屋 2 
10:35 高鶴 哲也 筑波 4 
10:36 岡野 諭 東京 3 
10:37 山口 能迪 東京 2 
10:38 福西 展之 立命館 2 
10:39 佐藤 雅則 新潟 2 
10:40 米田 達史 新潟 4 
10:41 若宮 武 大阪外国語3 
10:42 鈴木 勇雄 新潟 2 
10:43 八木沼 俊 早稲田 3 
10:44 前田 青  東京 2 
10:45 脇野 昌太郎 図書館情報5 
10:46 京相 健二 茨城 2 
10:47 水野 崇行 千葉 2 
10:48 玉川 隆士 新潟 4 
10:49 野口 喜朗 金沢 2 
10:50 岩井 稔 早稲田 2 
10:51 山田 英雄 京都 4 
10:52 高石 哲 慶應義塾4 
10:53 下村 英雄 茨城 2 
10:54 今野 利光 東京工業2 
10:55 佐藤 祐樹 茨城 2 
10:56 高田 智実 京都 2 
10:57 佐藤 郷 筑波 2 
10:58 土井 慶紀 早稲田 3 
10:59 藤井 美岳 静岡 2 
11:00 佐々木 海 東京工業3 
11:01 斉 淳史 図書館情報3 
11:02 横山 雄大 筑波 3 
11:03 園原 揚介 静岡 2 

11:04 山下 貴史 東京農業4 
11:05 福谷 俊行 神戸 3 
11:06 不破 喬 東京農工2 
11:07 古川 康之 大阪 2 
11:08 村上 尭 神戸 2 
11:09 西岡 英則 名古屋 2 
11:10 弾塚 康平 東京農工2 
11:11 御供 頌弘 東京農工3 
11:12 綾部 孝 茨城 2 
11:13 東條 靖 静岡 2 
11:14 内田 昇 大阪 3 
11:15 横山 友彦 東北 4 
11:16 田口 裕也 茨城 2 
11:17 室川 紘一 新潟 2 
11:18 寺田 慎一 静岡 4 
11:19 山口 直哉 静岡 2 
11:20 西田 剛志 東京 2 
11:21 加賀 千晶 名古屋 4 
11:22 清藤 裕三 国際基督教2 
11:23 大塚 絋史 千葉 2 
11:24 荒井 隆雄 東京農工2 
11:25 宮川 純一 筑波 2 
11:26 中村 洋輔 静岡 4 
11:27 渡辺 直 京都 3 
11:28 村田 悠 名古屋 3 

 
WUA 

時刻 氏名 大学 
10:01 瀧本 優子 京都女子2 
10:02 石田 侑子 静岡 2 
10:03 岡田 美穂 立命館 3 
10:04 亀井 綾  椙山女学園3 
10:05 渡辺 りつ子 日本女子2 
10:06 腰山 いづみ 椙山女学園2 
10:07 関戸 紀子 津田塾 4 
10:08 新谷 紗代子 京都女子2 
10:09 峯村 真保民 京都女子2 
10:10 小田島 綾音  東京女子2 
10:11 加藤 恵美 奈良女子3 
10:12 寺島 香織 椙山女学園3 
10:13 柴田 理恵 椙山女学園2 
10:14 楡金 優美 静岡 2 
10:15 塩道 りえ 東京女子2 
10:16 野崎 知穂子 京都橘女子4 
10:17 吉田 歩美 立命館 3 

 
MUB 

時刻 氏名 大学  
10:56 関 義隆 国際基督教2 
10:57 櫻井 悠 岩手 2 
10:58 高橋 直樹 岩手 2 
10:59 伊藤 善人 東京工業2 
11:00 山田 真司 筑波 3 
11:01 木平 孝和 東京工業2 

 
WUB 

時刻 氏名 大学 
10:36 川本 有香 椙山女学園2 
10:37 三輪 あづみ 相模女子2 
10:38 漢那 理絵 相模女子2 
10:39 斎藤 萌子 椙山女学園3 
10:40 末岡 千枝 津田塾 4 
10:41 渡辺 桃子 津田塾 4 
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MF 
時刻 氏名 大学 
10:01 古山 泰也 東京 1 
10:02 澤田 浩一 静岡 1 
10:03 佐藤 啓一 東北 1 
10:04 湯山 永久 筑波 1 
10:05 久保 秀男 茨城 1 
10:06 西郷 貴洋 東京 1 
10:07 山尾 勇介 金沢 1 
10:08 天笠 真吾 金沢 1 
10:09 宮越 崇 早稲田 1 
10:10 仁平 克揮 茨城 1 
10:11 黒川 剛生 東北 1 
10:12 岩井 俊樹 静岡 1 
10:13 田久保 豊 早稲田 1 
10:14 藤田 大介 京都 1 
10:15 高瀬 悠太 東京工業1 
10:16 高橋 徹 岩手県立1 
10:17 宮澤 直樹 東京農工1 
10:18 岩野 翔 金沢 1 
10:19 長瀬 裕樹 東京 1 
10:20 佐川 雅幸 茨城 1 
10:21 太田 恒平 東京 1 
10:22 吉野 信 京都 1 
10:23 永井 亮 東北 1 
10:24 渡辺 悠介 東北 1 
10:25 堀口 裕史 東京農工1 
10:26 浅井 貴弘 岩手 1 
10:27 澤田 大毅 筑波 1 
10:28 今野 良介 早稲田 1 
10:29 鈴木 圭祐 茨城 1 
10:30 三上 智 神戸 1 
10:31 小澤 健太郎 筑波 1 
10:32 津國 真敏 京都 1 
10:33 中村 康広 東京工業1 
10:34 芹澤 崇 京都 1 
10:35 松田 康彦 金沢 1 
10:36 若林 宗平 北海道 1 
10:37 秋山 征太郎 北海道 1 
10:38 羽生 和史 筑波 1 
10:39 八神 遥介 東北 1 
10:40 岩城 徹 東北 1 
10:41 安藤 亮 東京都立1 
10:42 中島 嘉久 静岡 1 
10:43 小松田 成幸 岩手 1 
10:44 齋藤 正敏 茨城 1 
10:45 福味 亮仲 静岡 1 
10:46 丹羽 史尋 東京 1 
10:47 室田 知宏 京都 1 
10:48 関口 晃博 東北 1 
10:49 藤沼 崇 新潟 1 
10:50 小山田 奨 静岡 1 
10:51 石崎 秀樹 立命館 1 
10:52 友安 充宜 東京工業1 
10:53 藤本 裕介 新潟 1 
10:54 荒川 渓 東京 1 
10:55 羽賀 岳尋 東京工業1 
10:56 向山 健太郎 東京 1 
10:57 奥平 俊輔 筑波 1 
10:58 森 仁志 新潟 1 
10:59 阿部 敏也 新潟 1 
11:00 安井 基陽 東京工業1 
11:01 大庭 正裕 静岡 1 
11:02 糸永 幸平 東京工業1 
11:03 清水 恭平 新潟 1 

11:04 永井 大悟 茨城 1 
11:05 深澤 央 東北 1 
11:06 李 憲樹 静岡 1 
11:07 長 宏幸 早稲田 1 
11:08 松井 弘毅 東京工業1 
11:09 真壁 啓司 慶應義塾1 
11:10 芝田 啓亮 岩手県立1 
11:11 砂子 北斗 東北 1 
11:12 山田 貴洋 金沢 1 
11:13 飯田 遼一 東北 1 
11:14 太田 翔 東京農工1 
11:15 廣崎 旭宏 東北 1 
11:16 金山 隆志 静岡 1 
11:17 斎藤 輝一 名古屋 1 
11:18 四方田 雄哉 静岡 1 
11:19 小川 圭介 慶應義塾1 
11:20 ミホフ ローセン 京都 1 
11:21 青柳 優一 早稲田 1 
11:22 大西 康平 京都 1 
11:23 河村 正和 名古屋 1 
11:24 大橋 憲昭 茨城 1 
11:25 長瀨 貴俊 茨城 1 
11:26 西崎 隼人 名古屋 1 
11:27 須賀 博基 茨城 1 
11:28 舟根 大輔 茨城 1 
11:29 登坂 祥大 慶應義塾1 
11:30 鳥居 耕太郎 慶應義塾1 
11:31 高橋 優 東京農工1 
11:32 保科 泰 新潟 1 
11:33 小山内 崇 東京 1 
11:34 青山 尚樹 静岡 1 
11:35 徳永 建 岩手県立1 
11:36 多田 奨 新潟 1 
11:37 小越 怜壽 東京農業1 
11:38 志水 貴紀 岩手県立1 
11:39 小林 且侑 東京農業1 
11:40 伊藤 達也 静岡 1 
11:41 星河 廣樹 北海道 1 
11:42 山岡 淳 神戸 1 
11:43 小松田 聖人 新潟 1 
11:44 古澤 徹 東京 1 
11:45 目黒 大樹 筑波 1 
11:46 土田 智宏 新潟 1 
11:47 能勢 晃司 京都 1 

 
WF 

時刻 名前 大学 
10:01 本谷 英美 宮城学院女子 1 
10:02 釼持 知美 相模女子1 
10:03 木村 衣里 相模女子1 
10:04 岩下 真弓 静岡 1 
10:05 本郷 真弓 金沢 1 
10:06 武村 法 茨城 1 
10:07 高田 幸絵 金沢 1 
10:08 金澤 歩 静岡 1 
10:09 福森 ちさこ 金沢 1 
10:10 坂本 涼子 京都橘女子1 
10:11 白石 佳子 日本女子1 
10:12 菊池 由喜 宮城学院女子 1 
10:13 川上 由紀子 新潟 1 
10:14 大迫 響子 日本女子1 
10:15 奥野 侑子 筑波 1 
10:16 岡田 瑛美 早稲田 1 
10:17 堀 智子 東京農工1 
10:18 金子 美穂 津田塾 1 
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10:19 加茂 睦 龍谷大学1 
10:20 斉藤 桃子 日本女子1 
10:21 福原 むつみ 宮城学院女子 1 
10:22 水野 恵 奈良女子1 
10:23 三矢 麻以 実践女子1 
10:24 黒澤 侑加 日本女子1 
10:25 西田 真梨子 京都橘女子1 
10:26 山崎 真希子 実践女子1 
10:27 内記 みづえ 静岡 1 
10:28 長島 和夏子 岩手県立1 
10:29 加藤 恵美 椙山女学園1 
10:30 中島 亜香音 静岡 1 
10:31 藤川 麻未 金沢 1 
10:32 大和 明子 実践女子1 
10:33 小林 美幸 金沢 1 
10:34 日名 有砂 津田塾 1 
10:35 宮地 紋乃 新潟 1 
10:36 中西 愛 奈良女子1 
10:37 柳川 理恵子 宮城学院女子 1 
10:38 高橋 香織 相模女子1 
10:39 小林 史佳 実践女子1 
10:40 高橋 弘恵 茨城 1 
10:41 中坪 彩香 京都橘女子1 
10:42 袴田 優美 実践女子1 
10:43 石田 有賀里 金沢 1 
10:44 伊東 佑有子 筑波 1 
10:45 吉田 なゝ恵 茨城 1 
10:46 喜多村 唯 新潟 1 

 
 
 


