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東海MS(1/3) 79名

出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

10:31 101 吉川 辰也 よしかわ たつや 名古屋大学 3 251169

10:33 102 新家 康佑 にいのみ こうすけ 名古屋大学 3 510347

10:35 103 藤井 悠輝 ふじい ゆうき 名古屋大学 4 239041

10:37 104 内藤 駿 ないとう たかし 名古屋工業大学 3 251272

10:39 105 小森 駿正 こもり しゅんせい 名古屋大学 1 515784

10:41 106 井上 太陽 いのうえ たいよう 静岡大学1 レンタル

10:43 107 旭 拓海 あさひ たくみ 名古屋大学 1 レンタル

10:45 108 田代 智哉 たしろ ともや 名古屋大学 1 515778

10:47 109 浅井 蓮 あさい れん 静岡大学2 248970

10:49 110 本多 快 ほんだ かい 静岡大学1 レンタル

10:51 111 横井 晃太 よこい こうた 名古屋大学 1 515787

10:53 112 竹川 貴教 たけかわ たかのり 名古屋大学 2 513111

10:55 113 藤井 一樹 ふじい かずき 名古屋工業大学 4 507384

10:57 114 市川 礼人 いちかわ らいと 名古屋大学 1 515777

10:59 115 高辻 乃輔 たかつじ たいすけ 名古屋大学 2 254699

11:01 116 島田 智也 しまだ ともや 名古屋大学 2 513108

11:03 117 疋田 雅裕 ひきだ まさひろ 静岡大学3 220395

11:05 118 酒井 幸太 さかい こうた 名古屋大学 2 513107

11:07 119 松井 俊樹 まつい としき 静岡大学3 251465

11:09 120 鈴木 海斗 すずき かいと 名古屋大学 3 510247

11:11 121 吉丸 穣 よしまる じょう 名古屋大学 1 レンタル

11:13 122 小林 直登 こばやし なおと 名古屋大学 3 510392

11:15 123 櫻井 千尋 さくらい ちひろ 名古屋大学 3 510244

11:17 124 鈴木 応輔 すずき おうすけ 名古屋大学 1 515786

11:19 125 倉本 輝 くらもと ひかる 静岡大学3 レンタル

11:21 126 伊藤 凜太朗 いとう りんたろう 名古屋大学 2 254596

11:23 127 尾木 真之介 おぎ しんのすけ 名古屋大学 1 レンタル

11:25 128 松本 皐佑 まつもと こうすけ 名古屋大学 3 510239

11:27 129 森田 悠生 もりた ゆうき 名古屋大学 4 244536

11:29 130 矢田 祐喜 やだ ゆうき 静岡大学4 512732

11:31 131 高木 慎之介 たかぎ しんのすけ 名古屋大学 2 513110

11:33 132 井土 宙 いづち そら 静岡大学3 505256

11:35 133 井手 龍之介 いで りゅうのすけ 名古屋大学 2 513105
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東海MS（2/3）

11:37 134 山本 和毅 やまもと かずき 名古屋大学 1 515793

11:39 135 舘 直輝 たち なおき 名古屋大学 1 515774

11:41 136 水野 渉吾 みずの しょうご 静岡大学4 248968

11:43 137 和田 佳丈 わだ よしたけ 静岡大学4 505257

11:45 138 服部 柾宏 はっとり まさひろ 名古屋工業大学 3 251273

11:47 139 神田 悠希 かんだ ゆうき 名古屋大学 1 515770

11:49 140 瀬在 凌雅 せざい りょうが 名古屋大学 2 512766

11:51 141 東條 颯眞 とうじょう そうま 名古屋大学 1 515772

11:53 142 椿原 暖人 つばきはら はると 名古屋大学 3 251166

11:55 143 河野 駿介 かわの しゅんすけ 静岡大学3 248922

11:57 144 森田 邦夫 もりた くにお 静岡大学4 レンタル

11:59 145 小野田 康平 おのだ こうへい 名古屋大学 2 513106

12:01 146 前川 泰吉 まえかわ やすきち 名古屋大学 4 244539

12:03 147 小川 誠人 おがわ まさと 静岡大学3 220400

12:05 148 石川 翔大 いしかわ しょうた 名古屋大学 1 513823

12:07 149 藤田 宏貴 ふじた ひろき 名古屋大学 3 510248

12:09 150 速水 駿 はやみ しゅん 名古屋大学 4 507352

12:11 151 荒川 恭誠 あらかわ やすなり 名古屋大学 2 512665

12:13 152 中村 亮佑 なかむら りょうすけ 名古屋大学 4 507349

12:15 153 山田 雄太 やまだ ゆうた 名古屋大学 4 507383

12:17 154 池ヶ谷 雄太 いけがや ゆうた 静岡大学2 251480

12:19 155 脇田 晃秀 わきた あきひで 名古屋大学 4 507350

12:21 156 大塚 康平 おおつか こうへい 名古屋大学 1 514079

12:23 157 細川 敦司 ほそかわ あつし 静岡大学4 レンタル

12:25 158 坂野 公紀 ばんの こうき 静岡大学3 レンタル

12:27 159 対馬 立也 つしま たつや 静岡大学1 レンタル

12:29 160 田中 郁也 たなか ふみや 名古屋大学 3 251268

12:31 161 飯島 浩平 いいじま こうへい 静岡大学1 レンタル

12:33 162 京屋 陽介 きょうや ようすけ 名古屋大学 4 507354

12:35 163 山﨑 秀人 やまさき しゅうと 名古屋大学 1 515791

12:37 164 小野 旭陽 おの あさひ 名古屋大学 2 512667

12:39 165 篠田 真弘 しのだ まさひと 名古屋大学 3 510353

12:41 166 森 隆志 もり たかし 名古屋工業大学 3 251274

12:43 167 三田村 和樹 みたむら かずき 名古屋大学 1 515773

12:45 168 御子 裕治 みこ ゆうじ 名古屋大学 512768

12:47 169 窪田 英雄 くぼた ひでお 名古屋大学 2 512764

12:49 170 神野 湧樹 じんの ゆうき 名古屋大学 2 512765

12:51 171 浅田 雄一 あさだ ゆういち 名古屋大学 4 507351



東海MS（3/3）

12:53 172 祖父江 元輝 そぶえ げんき 名古屋大学 2 513109

12:55 173 岩崎 雄也 いわさき ゆうや 名古屋大学 3 251160

12:57 174 板谷 拓紀 いたや ひろき 名古屋大学 1 515779

12:59 175 江崎 晃定 えさき あきさだ 名古屋大学 2 512666

13:01 176 粟生 啓介 あおう けいすけ 507355

13:03 177 清水 侃太 しみず かんた 名古屋大学 2 255100

13:05 178 小俣 敦宏 こまた あつひろ 名古屋工業大学 4 507390

13:07 179 勝野 智喜 かつの ともき 名古屋大学 1 514078

東海WS 26名

出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

10:30 201 中神 智香 なかがみ ともか 静岡大学4 505255

10:32 202 土田 千聖 つちだ ちさと 名古屋大学 4 244546

10:34 203 堀内 愛優里 ほりうち あゆり 椙山女学園大学 1 515794

10:36 204 秋澤 実乃里 あきざわ みのり 椙山女学園大学 1 257843

10:38 205 明田 彩里 あけた あやり 椙山女学園大学 4 244528

10:40 206 中神 麻緒 なかがみ まお 椙山女学園大学 3 510252

10:42 207 山崎 璃果 やまさき りか 椙山女学園大学 4 245057

10:44 208 牧 花音 まき かのん 椙山女学園大学 2 513253

10:46 209 山本 ひより やまもと ひより 名古屋大学 1 515789

10:48 210 坪内 みのり つぼうち みのり 椙山女学園大学 3 510251

10:50 211 須本 みずほ すもと みずほ 椙山女学園大学 4 245058

10:52 212 野崎 琴乃 のざき ことの 椙山女学園大学 2 513254

10:54 213 杉浦 凛 すぎうら りん 椙山女学園大学 4 240591

10:56 214 鈴木 春音 すずき はるね 名古屋大学 4 507347

10:58 215 杉浦 野乃子 すぎうら ののこ 椙山女学園大学 3 510349

11:00 216 今井 里奈 いまい りな 椙山女学園大学 3 510350

11:02 217 吉田 栞里 よしだ しおり 椙山女学園大学 2 255122

11:04 218 原野 萌々 はらの もも 名古屋大学 2 513112

11:06 219 五十嵐 羽奏 いがらし わかな 名古屋大学 4 244542

11:08 220 岡本 佑希 おかもと ゆうき 椙山女学園大学 2 513250

11:10 221 小野 希美 おの のぞみ 椙山女学園大学 2 513251

11:12 222 井上 愛子 いのうえ あいこ 椙山女学園大学 1 257844

11:14 223 白木 里佳 しらき りか 椙山女学園大学 1 257839

11:16 224 小池 結香 こいけ ゆいか 椙山女学園大学 1 515798

11:18 225 余語 文香 よご あやか 椙山女学園大学 4 244531



関西MS(1/2) 71名

出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

10:30 301 徳力 雅哉 とくりき まさや 立命館大学2 レンタル

10:32 302 四宮 裕一朗 しのみや ゆういちろう 京都大学2 レンタル

10:34 303 谷口 瞬生 たにぐち しゅんき 大阪大学3 510491

10:36 304 波多野 直人 はたの なおと 大阪大学1 レンタル

10:38 305 中谷 太陽 なかや たいよう 立命館大学1 レンタル

10:40 306 原 万尋 はら まひろ 京都大学3 レンタル

10:42 307 吉岡 春樹 よしおか はるき 京都大学1 レンタル

10:44 308 織田 暁斗 おりた あきと 神戸大学1 レンタル

10:46 309 丸田 祐大 まるた ゆうだい 大阪大学1 レンタル

10:48 310 山本 裕 やまもと ゆたか 京都大学1 レンタル

10:50 311 井上 匠梧 いのうえ しょうご 京都大学3 510643

10:52 312 山下 雄大 やました ゆうだい 神戸大学1 レンタル

10:54 313 鳥屋尾 太樹 とやお たいき 大阪大学3 レンタル

10:56 314 鯰江 岳 なまずえ がく 神戸大学2 レンタル

10:58 315 和佐田 祥太朗 わさだ しょうたろう 京都大学4 510487

11:00 316 満田 壮晴 みつだ たけはる 大阪大学2 513280

11:02 317 小林 諒真 こばやし りょうま 大阪大学3 510439

11:04 318 野村 尚志 のむら ひさし 立命館大学1 レンタル

11:06 319 中村 和弘 なかむら かずひろ 神戸大学1 レンタル

11:08 320 宮本 颯太郎 みやもと そうたろう 神戸大学1 レンタル

11:10 321 武田 翔 たけだ しょう 立命館大学1 レンタル

11:12 322 谷 遼太郎 たに りょうたろう 大阪大学3 510492

11:14 323 竹重 拓輝 たけしげ ひろき 大阪大学4 507507

11:16 324 龍溪 優希 たつだに ゆうき 京都大学4 レンタル

11:18 325 上田 皓一朗 うえだ こういちろう 立命館大学3 510659

11:20 326 イルマズ 恵明 いるまず えみん 京都大学3 レンタル

11:22 327 岩田 慈樹 いわた いつき 京都大学4 507520

11:24 328 菅 悠柾 かん ゆきまさ 大阪大学2 513277

11:26 329 宮口 祐誠 みやぐち ゆうせい 京都大学3 レンタル

11:28 330 箕浦 皓 みのうら こう 京都大学4 レンタル

11:30 331 川端 将也 かわばた まさや 大阪大学3 510493

11:32 332 東條 秀祐 とうじょう しゅうすけ 京都大学4 507412

11:34 333 吉仲 瑞貴 よしなか みずき 京都大学3 レンタル

11:36 334 松永 匡史 まつなが ただふみ 神戸大学1 レンタル

11:38 335 毛利 智紀 もうり ともき 京都大学1 レンタル

11:40 336 笹部 龍仁 ささべ りゅうじん 京都大学4 レンタル

11:42 337 萱尾 澄人 かやお きよと 大阪大学4 507506



関西MS（2/2）

11:44 338 山本 敬太 やまもと けいた 大阪大学1 レンタル

11:46 339 塩谷 光希 しおたに こうき 神戸大学2 レンタル

11:48 340 玉木 林哉 たまき りんや 京都大学1 レンタル

11:50 341 田中 優 たなか ゆう 京都大学1 レンタル

11:52 342 橋本 遼佑 はしもと りょうすけ 神戸市立工業高等専門学校2 レンタル

11:54 343 吉岡 奨悟 よしおか しょうご 大阪大学1 レンタル

11:56 344 近藤 悠真 こんどう ゆうま 大阪大学1 レンタル

11:58 345 岡本 哲史 おかもと てつし 京都大学4 245605

12:00 346 杉村 天 すぎむら たかし 神戸大学3 510443

12:02 347 中盛 雷也 なかもり らいや 神戸大学1 レンタル

12:04 348 知久 純也 ちく じゅんや 立命館大学1 レンタル

12:06 349 飯田 健太 いいだ けんた 神戸大学2 513288

12:08 350 塚田 一希 つかだ かずき 京都大学3 レンタル

12:10 351 高尾 笙甫 たかお しょうほ 京都大学1 レンタル

12:12 352 伊藤 良介 いとう りょうすけ 京都大学4 507411

12:14 353 中谷 駿介 なかたに しゅんすけ 神戸大学3 510442

12:16 354 石原 潮人 いしはら しおと 京都大学1 レンタル

12:18 355 角田 和貴 つのだ かずき 京都大学1 レンタル

12:20 356 青木 柚樹 あおき ゆずき 大阪大学3 510448

12:22 357 金澤 晴樹 かなざわ はるき 京都大学4 507414

12:24 358 竹田 涼馬 たけだ りょうま 京都大学1 レンタル

12:26 359 小丸 幸佑 こまる こうすけ 京都大学4 レンタル

12:28 360 二俣 真 ふたまた しん 京都大学3 510495

12:30 361 加用 直也 かよう なおや 京都大学1 レンタル

12:32 362 植田 博貴 うえだ ひろき 京都大学1 レンタル

12:34 363 石田 倫啓 いしだ みちひろ 京都大学4 245712

12:36 364 中村 昂陽 なかむら こうよう 京都大学2 レンタル

12:38 365 向井 悠真 むかい ゆうま 京都大学3 510485

12:40 366 濱中 俊太郎 はまなか しゅんたろう 神戸大学2 レンタル

12:42 367 平岡 丈 ひらおか じょう 京都大学3 510640

12:44 368 猪股 浩生 いのまた ひろき 京都大学1 レンタル

12:46 369 長井 翔太郎 ながい しょうたろう 京都大学3 510641

12:48 370 中野 海斗 なかの かいと 神戸大学3 レンタル

12:50 371 浴本 悠貴 えきもと ゆうき 神戸大学3 510599



関西WS 28名

出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

11:22 401 溝渕 賀子 みぞぶち かこ 神戸大学3 510561

11:24 402 林 咲友 はやし さゆ 神戸大学3 510441

11:26 403 藤澤 ゆい ふじさわ ゆい 神戸大学1 レンタル

11:28 404 間正 百香 ましょう ももか 立命館大学1 レンタル

11:30 405 箕浦 夕紀 みのうら ゆうき 立命館大学2 レンタル

11:32 406 寺本 遊林 てらもと ゆりん 京都女子大学2 504999

11:34 407 森江 菜々子 もりえ ななこ 京都女子大学3 505006

11:36 408 坂東 愉楽 ばんどう ゆら 京都女子大学4 505003

11:38 409 村上 彩乃 むらかみ あやの 京都大学4 レンタル

11:40 410 羽岡 美紀 はおか みき 京都大学1 レンタル

11:42 411 上原 珠美 うえはら たまみ 京都女子大学4 507517

11:44 412 高橋 茉莉奈 たかはし まりな 大阪大学3 510490

11:46 413 村井 涼香 むらい すずか 京都女子大学1 505005

11:48 414 山賀 千尋 やまが ちひろ 大阪大学4 510447

11:50 415 小橋 唯華 こばし ゆいか 京都女子大学4 507518

11:52 416 林 里美 はやし さとみ 大阪大学2 513281

11:54 417 松本 萌恵 まつもと もえ 神戸大学3 510331

11:56 418 林 牧穂 はやし まきほ 奈良女子大学1 228223

11:58 419 澤木 彩 さわき あや 大阪大学2 513282

12:00 420 酒井 舞子 さかい まいこ 京都女子大学4 504997

12:02 421 日高 綾音 ひたか あやね 京都大学1 レンタル

12:04 422 森本 雛子 もりもと ひなこ 京都女子大学3 505104

12:06 423 永山 尚佳 ながやま なおか 神戸大学4 507477

12:08 424 藤田 奈津美 ふじた なつみ 奈良女子大学4 510598

12:10 425 重岡 慧実 しげおか さとみ 京都大学3 510486

12:12 426 佐藤 頌子 さとう しょうこ 大阪大学2 513276

12:14 427 高野 澄佳 たかの すみか 大阪大学2 513275

12:16 428 中村 優那 なかむら ゆうな 京都女子大学3 505004

北信越MS(1/2) 16名

出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

12:54 501 岩渕 悠太 いわぶち ゆうた 新潟大学4 514056

12:56 502 藤原 皓 ふじわら ひかる 金大olc レンタル

12:58 503 加藤 聡一郎 かとう そういちろう 金大olc レンタル

13:00 504 太矢 敦士 たや あつし 信州大学 2 レンタル

13:02 505 木村 陸人 きむら りくと 金大olc レンタル

13:04 506 関 優斗 せき ゆうと 新潟大学2 512149



北信越MS（2/2）

13:06 507 市橋 駿 いちはし しゅん 新潟大学2 512146

13:08 508 古川 真跳 ふるかわ まなと 新潟大学1 514064

13:10 509 福田 雅弥 ふくだ まさや 新潟大学1 514063

13:12 510 大木 翔太郎 おおき しょうたろう 金大olc レンタル

13:14 511 植西 柳太 うえにし りゅうた 新潟大学3 514057

13:16 512 坂本 慧 さかもと さとる 新潟大学4 514059

13:18 513 曲田 貴大 まがた たかひろ 新潟大学4 514065

13:20 514 澤野 祐希 さわの ゆうき 新潟大学1 514061

13:22 515 若林 海人 わかばやし かいと 新潟大学3 514068

13:24 516 丸山 幸太 まるやま こうた 新潟大学4 514067

北信越WS 6名

出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

12:20 601 渥美 結菜 あつみ ゆいな 金大olc レンタル

12:22 602 柴﨑 愛有 しばさき あいり 新潟大学2 514062

12:24 603 大石 遥 おおいし はるか 新潟大学2 514058

12:26 604 松浦 千尋 まつうら ちひろ 金大olc レンタル

12:28 605 川澄 凛奈 かわすみ りんな 金大olc レンタル

12:30 606 多田 明加 ただ はるか 金大olc レンタル

MO-1（1/2） 26人

出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

13:35 1101 鹿野 勘次 しかの かんじ 岐阜OLC 510336

13:36 1102 築地 孝和 ちくち のりやす 朱雀OK 507581

13:37 1103 田中 公悟 たなか きみのり マッパ レンタル

13:38 1104 岩垣 和也 いわがき かずや レンタル

13:39 1105 清水 嘉人 しみず よしと 北の国から 506392

13:40 1106 長谷川 拓海 はせがわ たくみ NUOC 512147

13:41 1107 森川 正己 もりかわ まさみ 京葉OLC 259002

13:42 1108 松本 諒 まつもと りょう 信陵会 レンタル

13:43 1109 川口 真司 かわぐち まさし OLCルーパー レンタル

13:44 1110 丸山 ゆう まるやま ゆう 大阪OLC 506242

13:45 1111 太矢 隆士 たや たかし 京葉OLクラブ 518371

13:46 1112 中野 喬博 なかの たかひろ GROK 208386

13:47 1113 山本 明史 やまもと あきふみ 京都OLC レンタル

13:48 1114 河合 芳尚 かわい よしひさ 三河OLC 254601

13:49 1115 下江 裕貴 しもえ ひろき いずもOLC 232317

13:50 1116 一戸 厚志 いちのへ あつし 広島大学1 レンタル



MO-1（2/2）

13:51 1117 土屋 祐太朗 つちや ゆうたろう 507415

13:52 1118 清水 慎太郎 きよみず しんたろう 広島大学5 518374

13:53 1119 日吉 将大 ひよし まさひろ レンタル

13:54 1120 井口 大雅 いぐち たいが 広島大学3 518373

13:55 1121 向田 真一 むかいだ しんいち レンタル

13:56 1122 牧島 滉平 まきしま こうへい 広島大学3 518372

13:57 1123 犬山 瑛斗 いぬやま えいと 北の国から 250418

13:58 1124 橋本 淳 はしもと じゅん レンタル

13:59 1125 高野 陽平 たかの ようへい 鈴鹿市 507592

14:00 1126 太田 知也 おおた ともや 朱雀OK 506233

MO-2 25名

出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

13:35 1201 髙木 一人 たかぎ いちと 北の国から 250417

13:36 1202 平山 遼太 ひらやま りょうた 千葉県協会 513033

13:37 1203 武田 信悟 たけだ しんご 北の国から レンタル

13:38 1204 杉浦 弘太郎 すぎうら こうたろう OLCルーパー 208404

13:39 1205 加藤 以千弘 かとう いちひろ 岡崎OL協会 92768

13:40 1206 滝沢 壮太 たきざわ そうた NUOC 512148

13:41 1207 片岡 佑太 かたおか ゆうた 大阪OLC 505105

13:42 1208 篠原 幹博 しのはら みきひろ 無所属 507511

13:43 1209 井上 颯 いのうえ はやと 広島大学1 レンタル

13:44 1210 幸原 朋広 こうはら ともひろ みやこOLC レンタル

13:45 1211 是永 大地 これなが だいち 大府市 208286

13:46 1212 大東 祐汰 おおひがし ゆうた 晴れの国岡山OLC 512138

13:47 1213 福留 悠斗 ふくどめ ゆうと 509773

13:48 1214 古池 将樹 こいけ まさき 朱雀OK/TORCH 506234

13:50 1215 栗栖 怜央 くりす れお 緑桜会 レンタル

13:51 1216 川畑 信章 かわばた のぶあき 知多市 レンタル

13:52 1217 菅谷 裕志 すがや ひろし OLCルーパー 238842

13:53 1218 山本 智士 やまもと さとし TORCH 512658

13:54 1219 堀尾 健太郎 ほりお けんたろう OLCルーパー レンタル

13:55 1220 神谷 孫斗 かみや まごと 三河OLC 240230

13:56 1221 池田 俊彦 いけだ としひこ つるまいOLC レンタル

13:57 1222 前川 一彦 まえがわ かずひこ 大阪OLC 507551

13:58 1223 徳地 研人 とくち けんと 朱雀OK 506120

13:59 1224 前田 裕太 まえだ ゆうた 椙山コーチ/三河OLC 254600

13:59 1225 二瓶 勢真 にへい いくま 金大olc 509877



WO 16名

出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

13:35 1301 松尾 謙二 まつお けんじ レンタル

13:36 1302 松尾 由美子 まつお ゆみこ レンタル

13:38 1303 大林 俊彦 おおばやし としひこ 大阪OLC 254579

13:39 1304 竹嶋 優子 たけしま ゆうこ レンタル

13:40 1305 富所 康広 とどころ やすひろ レンタル

13:41 1306 長崎 早也香 ながさき さやか 豊田市 レンタル

13:42 1307 松﨑 莉子 まつざき りこ 広島大学1 レンタル

13:43 1308 上島 乃英 かみじま のえ つるまいOLC レンタル

13:44 1309 河野 珠里亜 かわの じゅりあ 越王会/長岡OLC レンタル

13:45 1310 宮林 修 みやばやし おさむ 松阪OLC 71175

13:46 1311 福嶋 萌 ふくしま めぐみ 広島大学1 レンタル

13:47 1312 高見 綾花 たかみ あやか 広島大学1 レンタル

13:48 1313 鵜飼 須彦 うかい よしひこ OLCルーパー 258954

13:49 1314 小林 亜紀夫 こばやし あきお つるまいOLC レンタル

13:50 1315 藤井 菜実 ふじい なみ 三河OLC レンタル

13:51 1316 井村 唯 いむら ゆい 越王会 レンタル


