
発行日 平成 29年 9月 25日    

第 37回筑波大大会 
エントリーリスト 

 

エントリーは以下 289 名の方からいただいております。 

不備等のお問い合わせは以下のメールアドレスへお願いいたします。 

 tsukuba.comp37th@gmail.com  (担当：総務責任者 安達) 

 

  M21A  135名  （1/3） 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 
  氏 名 所 属  

E カード

番号 

バス

輸送 

久野 元嗣 千葉大 OLC 228337     郷尚之 新潟 OC 502606   

中野 航友 千葉大 OLC 228338     高野兼也 新潟 OC 502607   

山本 信彰 鳩の会 228340     小柏景司 新潟 OC 222822   

結城 大瑚 千葉大 OLC 220279     高田和樹 新潟 OC 222823   

三村 公人 神大 OLK 209789     高松涼 福島大 OLC 210594   

緒方 空人 阪大 OLC 209999     結城慧亮 福島大 OLC 210422   

星 歩夢 東北大 OLC 236026     西村 駿 東工大 OLT 501021   

古屋 洸 東北大 OLC 228241     小野 駿介 東工大 OLT 501744   

薗部 駿太 東北大 OLC 235937     檜脇悠輔  東工大 OLT 501781   

富田 涼介 東北大 OLC 220436     桑原 恒平 東工大 OLT 501782   

菅原 晨太郎 東北大 OLC 228172     中谷 鴻太 東工大 OLT 501783   

谷口 惠祐 東北大 OLC 228188     武田 悠作 東工大 OLT 501784   

久米 悠介 東北大 OLC 231592     上野 康平 東工大 OLT 501846   

青芳 龍  東北大 OLC 228169     藤本 翔太 東工大 OLT 501847   

島崎 誠也 東北大 OLC 228244     神野 直紀 東工大 OLT 501848   

北見 匠 東北大 OLC 228245     田口 滉一 東工大 OLT 501850   

鳥居 洸太 東北大 OLC 228187     小寺 義伸 東工大 OLT 233377   

渡邊駿太 新潟 OC 502609     小原 和彦 東工大 OLT 233379   

冨田智司 新潟 OC 236125     菊池 宏希 東京農工大学 183114   

池田直人 新潟 OC 222732     長井 健太 東京農工大学 114991   

勝木友洋 新潟 OC 222816     川名 竣介 東京農工大学 180570   
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  M21A  135名 （2/3） 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 
 氏 名 所 属 

E カード

番号 

バス

輸送 

大石 征裕 東京農工大学 180791    村井 智也 東大 OLK 221824   

戸澤 貴志 KOLC 502750    横堀 聖人 東大 OLK 221825   

北川 賢也 KOLC 228238    石原 湧樹 東大 OLK 231466   

稲森 剛 KOLC 502502    高橋 英人 東大 OLK 183070   

大田 雄哉 KOLC 232423    池田 直樹 東大 OLK 236020   

久保田 皓貴 KOLC 147924    椎名 晃丈 東大 OLK 236023   

角田 貴大 KOLC 500349    中村 僚宏 東大 OLK 236047   

和田 康次郎 KOLC 221790    松本 明訓   231443   

田中 大貴 あざお OLC 196645 〇  森川 周 東大 OLK 196644   

猪俣 祐貴 あざお OLC 196706    種市 雅也 東大 OLK 231191   

木島 佑輔   196241    宮本 樹 京葉 OL クラブ 185352   

栗本 開 杏友会 196243    片桐 拓登 桐嶺会 189828   

桑原 大樹 あざお OLC 196244    田中 基成 京葉 OL クラブ レンタル   

前中 脩人 あざお OLC 208295    松崎 崇志 京葉 OLC 502605   

山口 雅裕 あざお OLC 196707    宮西 優太郎 トータス 228184   

瀧澤 修人 一橋大学 231450    新田見 俊宣 練馬 OLC 220215   

大東 祐汰 東大 OLK 208436    石野 夏幹 杏友会 196612 〇 

加藤 岬 東大 OLK 208486    青木 洸則 札幌農学校 レンタル   

粂 潤哉 東大 OLK 208314    横山 朋弘   レンタル    

河野 大和 東大 OLK 208545    髙見 博道 OPC43 レンタル    

瀬川 出 東大 OLK 208438    小山 清 京葉 OL クラブ 232421   

田中 翔大 東大 OLK 208495    佐藤 大樹 つばめ会 レンタル    

中野 喬博 東大 OLK 208386    新 隆徳 入間市 OLC 483428   

平山 遼太 東大 OLK 208281    木村 耕平 入間市 OLC 83105   

増田 健也 東大 OLK 208552    弓削田 槙一 入間市 OLC 231920 〇 

大田 将司 一橋大学 221607    吉田 真悟 つばめ会 レンタル    

出原 優一 東大 OLK 236127    小暮 喜代志 ES 関東 C 500909   

岡本 洸彰 東大 OLK 221644    南家 弘章 NNKKKN 210527   

佐藤 遼平 東大 OLK 221734    細川 知希 ときわ走林会 208289   

谷口 文弥 東大 OLK 221760    寺垣内 航 京葉 OL クラブ 189724   

殿垣 佳治 東大 OLK 221808    徳増 宏基 つばめ会 レンタル  〇 

豊田 伸平   221926    川﨑 翔 茨大 OLD 221777   

新田見 優輝 東大 OLK 502039    七五三 碧 茨大 OLD 502302   

濱宇津 佑亮 東大 OLK 221817    杉原 輝俊 茨大 OLD 501743   



  M21A  135名 （3/3） 

 

 

 

 

 

 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 

森谷 風香 千葉大 OLC 228336   

稲垣 秀奈美 千葉大 OLC 220278   

香取 菜穂 千葉大 OLC 220280   

青代 香菜子 東北大 OLC 228280   

臼井 沙耶香 東北大 OLC 211004   

諏訪 夏海 東北大 OLC 228291   

高橋 友理奈 東北大 OLC 200643   

伊東 加織 東北大 OLC 228278   

藤田真理子 新潟 OC 236123   

山内美輝 新潟 OC 236124   

佐久間文香 新潟 OC 502608   

八木 千尋 東京農工大学 183172   

石坪 夕奈 東京農工大学 183173   

稲邊 穂乃果 東京農工大学 180830   

平松 夕衣 KOLC 221973   

上妻 紅音 KOLC 221809   

宮川 早穂 トータス 183164   

田中 圭 あざお OLC 196703   

小林 晴美   208494   

加藤 めぐみ 十文字女子大学 221928   

飯田 涼芳 実践女子大学 231451   

立花 和祈 実践女子大学 221919   

増田 風見花 実践女子大学 221922   

木村 るび子 立教大学 221923   

中島 緑里 立教 236129   

八木 香織   221925   

宮本 知江子 京葉 OL クラブ 185348   

植松 彩 入間市 OLC 201335   

高野 由紀 入間市 OLC 231617   

千葉 史子 京葉 OL クラブ 500458   

渡辺 円香 ES 関東 C 500910   

二俣 みな子 つくば Cocco レンタル   

柳川 梓 京葉 OLC 204639   

酒井 佳子 チームスキーO レンタル   

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 

奥尾 優理 茨大 OLD 221792   

望月 ヤマト 茨大 OLD 502301   

稲田 優幸 ときわ走林会 211086   

蔵田 真彦 神奈川県川崎市 38792   

細淵 晃平 入間市 OLC 157887   

石塚 脩之 横浜 OL クラブ/OK-Info レンタル  〇 

横井 和樹 小川走林会 レンタル    

後藤 孔要 桐嶺会 レンタル    

新粥 文哉 チーバくんを応援する会 レンタル    

坂野 翔哉 早大 OC 222759   

屋口 正鷹 早大 OC 502597   

源後 知行 みちの会 183122   

西名 慧史 ときわ走林会 レンタル    

野本 圭介 桐嶺会 レンタル    

伊藤 樹 KOLC 221813   

田濃 邦彦 静岡 OLC 502299   

川田 将太 WS 会 220712   

川野 貴司 入間市 OLC 231766   

尾崎 弘和 トータス 408441  

結城 克哉 鞍部同好会 183162  

森 泰二郎 杏友会 182380  

若松 甫 東工大 OLT 220281  

福島 大輝  レンタル  

松澤 俊行 浜松学院大短大部 レンタル  

鳥居 正 ときわ走林会 レンタル  

  W21A  47名 （1/2） 
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  M35A  19名 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 

蛭田 晃仁 ときわ走林会 483356   

仁多見 剛 上尾 OLC 483353   

鈴木 政洋   レンタル   

吉田 勉 みちの会 レンタル   

村上 雅昭 つくば Cocco レンタル   

高橋 勝美 仙台泉松陵 OLF レンタル   

森 竜生 横浜 OL クラブ 198766   

兼田 僚太郎 Team 白樺 レンタル   

大和 文久   レンタル   

藤生 考志 東京 OL クラブ 221707 〇 

船田 賢 つくば Cocco レンタル   

三田 一英 Club 阿闍梨 501741   

福田 雅秀 川越 OLC 190125   

今泉 正喜 ときわ走林会 500907   

木村 晴彦 Club 阿闍梨 レンタル   

鈴木 未生 つくば Cocco レンタル   

小林 岳人 ES 関東 C 180816   

石澤 俊崇 トータス レンタル  

上松 潔 Club 阿闍梨 レンタル 〇 

 

  W35A  5名 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 

兼田 史子 Team 白樺 レンタル   

村越 久子 静岡 OLC 483347 〇 

高津 寿三鈴 Club 阿闍梨 レンタル 〇 

小林 正子 ES 関東 C 221810   

池田 麻子  レンタル  

 

 

 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 

下村 淳子 青葉会 レンタル   

水嶋 直子 渋谷で走る会 220299   

岡本 ひなの 奈良女子大学 228223   

勝山 佳恵 茨大 OLD 221578   

小川 茉乃 茨大 OLD(サブオフィ) 211110   

金澤 めぐみ 奈良女 OLC 228224   

宮田 優花 桐嶺会 レンタル   

中村 里奈   レンタル   

西谷 彩奈 早大 OC 502492   

稲毛 日菜子 京葉 OL 169131  

保坂 拡香 京葉 OL クラブ レンタル  

村山 友梨 十文字学園女子大学 221896  

大類 茉美 KOLC 221786  



  M50A  21名 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 

宮本 幸治 京葉 OL クラブ 185368   

佐藤 繁   レンタル   

小林 重信 ときわ走林会 レンタル   

友野 晴夫 IPCC レンタル   

小倉 秀一 ラジオリエンズ 114988   

鈴木 健夫 京葉 OL クラブ レンタル   

奥山 景得 川口 OLC 479514   

小林 二郎 入間市 OLC 209683   

庄司 幸博   レンタル   

小島 由幸 入間市 OLC 502866   

谷垣 宣孝 OLP 兵庫 210427 〇 

須藤 茂男   レンタル   

金井 桂一 方向音痴会 レンタル 〇 

山本 賀彦 OLP 兵庫 483429   

山田 一善 多摩 OL レンタル   

大林 俊彦 大阪 OLC 502619 〇 

廣田 雅幸 福島 OLC レンタル   

太矢 隆士 京葉 OL クラブ レンタル 〇 

二木 誠 ソニーOLC レンタル   

井口 良範 高崎 OLC レンタル   

坂本 善久 日立 レンタル   

 

  W50A  6名 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 

庄司 裕子   レンタル   

植松 裕子 入間市 OLC 190157   

田中 拓美 長野県協会 レンタル 〇 

高橋 明美 サン・スーシ レンタル 〇 

服部 早苗 Club 阿闍梨 レンタル 〇 

上松 典子 Club 阿闍梨 レンタル 〇 

 

  M65A  12名 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 

明石 五郎 春日部 OLC 502766   

中安 正弘 春日部 LC 210519   

田島 三郎 入間市 OLC 220410   

山本 博司 ES 関東クラブ 412158   

田中 博 入間市 OLC 401266   

海老沢 正 入間市 OLC 479632   

高橋 厚 多摩 OL 233372   

平島 勝彦 入間市 OLC 401745   

関野 賢二 YTC78 レンタル 〇 

海野 忠秋 川越 OLC 210093   

伊藤 清 ワンダラーズ 198826   

今井 信親 ワンダラーズ 198772   

 

  W65A  2名 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 

山本 陽子 ES 関東クラブ 408454   

海野 とみ子 川越 OLC 185290   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  M20A  30名 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 

磯邉 岳晃 千葉大 OLC 220277   

荒井 純 東北大 OLC 236140   

滝沢壮太 新潟 OC 222818   

柴山大侑 新潟 OC 222820   

樫森 康晴  東工大 OLT 233270   

豊澤 義文 東工大 OLT 233271   

高橋 洸太 東工大 OLT 233272   

河野 貴大 東工大 OLT 233378   

三浦 開登 東工大 OLT 220216   

生田 崚 KOLC 502500   

鈴木 京佑 KOLC 195993   

津田 卓磨 KOLC 196342   

中嶋 律起 KOLC 196344   

渡辺 鷹志 KOLC 502762   

中村 直暉 KOLC 502753   

高見澤 翔一   231082   

柏田 芳樹   236017   

久保川 和馬 東大 OLK 236022   

鶴原 啓 東大 OLK 236024   

根本 夏林 東大 OLK 236048   

日比 浩喜 東大 OLK 236049   

石山 雄太   236161   

菅沼 友仁 茨大 OLD 161183   

豊田 健登 茨大 OLD 210906   

野沢 星雅 茨大 OLD 210552   

関戸 一樹 KOLC レンタル   

眞弓 拓馬 早大 OC 222783   

折橋 旺 麻布学園 OLK 196118 ○ 

金子 隼人 麻布学園 OLK 196104 ○ 

庄司 晃太 東工大 OLT 220289   

 

 

 

  W20A  9名 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 

三木 智海 千葉大 OLC 228231   

古谷 直央 KOLC 501839   

清野 幸 KOLC 196641   

篠塚 みずき KOLC 502501   

栗本 美緒 津田塾 236055   

香取 瑞穂 立教 236152   

吉田 菜々子 みちの会 レンタル   

橋本 花恵 茨大 OLD レンタル   

楊 かおり 早大 OC 502507   

 

  M18A  ２名 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 

山見 泰輝 麻布学園 OLK 196119 ○ 

清古 光 麻布学園 OLK 196126 ○ 

 

  W18A  0名 

 

  M15A  1名 

氏 名 所 属 
E カード

番号 

バス

輸送 

久米 慧 麻布学園 OLK 196128 ○ 

 

  W15A  0名 
 

 


