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スタート番号 スタート時刻 名前 所属 SIカード スタート番号スタート時刻 名前 所属 SIカード
1200 12:00 柳 康太 東京工業大学 レンタル 2200 12:00 篠崎 萌希 横浜市立大学 レンタル
1201 12:01 渡邊 壮 金沢大学 レンタル 2201 12:01 鈴木 咲希 千葉大学 レンタル
1202 12:02 小牧 弘希 筑波大学 レンタル 2202 12:02 吉澤 佳奈 日本女子大学 レンタル
1203 12:03 有賀 裕亮 早稲田大学 レンタル 2203 12:03 野村 麻奈 相模女子大学 レンタル
1204 12:04 渡邊 健太郎 筑波大学 レンタル 2204 12:04 木村 るび子 立教大学 レンタル
1205 12:05 奥尾 優理 茨城大学 レンタル 2205 12:05 松田 千果 横浜市立大学 レンタル
1206 12:06 小寺 義伸 東京工業大学 レンタル 2206 12:06 高橋 利奈 日本女子大学 レンタル
1207 12:07 大鶴 啓介 東京大学 レンタル 2207 12:07 後藤 奈々 東京工業大学 レンタル
1208 12:08 梅村隼人 横浜市立大学 レンタル 2208 12:08 八木 千尋 東京農工大学 レンタル
1209 12:09 森川 周 東京大学 レンタル 2209 12:09 鈴木 彩可 金沢大学 レンタル
1210 12:10 内山 悠真 筑波大学 レンタル 2210 12:10 藤田 真理子 新潟大学 レンタル
1211 12:11 森元 駿介 横浜国立大学 レンタル 2211 12:11 沢辺 百合 東京理科大学 レンタル
1212 12:12 櫻木 嵩斗 東京工業大学 レンタル 2212 12:12 三木 智海 千葉大学 レンタル
1213 12:13 三科 圭史 東京大学 レンタル 2213 12:13 上妻 紅音 慶應義塾大学 レンタル
1214 12:14 島津 仁 東京工業大学 レンタル 2214 12:14 片岡 茅悠 東京大学 レンタル
1215 12:15 鶴原 啓 東京大学 レンタル 2215 12:15 西谷 彩奈 東京理科大学 レンタル
1216 12:16 石井 大成 新潟大学 レンタル 2216 12:16 宮本 和奏 筑波大学 レンタル
1217 12:17 宮嶋 哲矢 千葉大学 レンタル 2217 12:17 菅原 真優 日本女子大学 レンタル
1218 12:18 櫻井 一樹 東京工業大学 レンタル 2218 12:18 鹿野 梨佳子 実践女子大学 レンタル
1219 12:19 小田桐 正樹 茨城大学 レンタル 2219 12:19 秋山 美怜 早稲田大学 レンタル
1220 12:20 九野 将太 東京工業大学 レンタル 2220 12:20 潘 晨妍 フェリス女学院大学 レンタル
1221 12:21 山田 翔太 千葉大学 レンタル 2221 12:21 平松 夕衣 横浜市立大学 レンタル
1222 12:22 前田 典歩 筑波大学 レンタル 2222 12:22 中島 緑里 立教大学 レンタル
1223 12:23 神谷 孫斗 金沢大学 レンタル 2223 12:23 篠塚 みずき 横浜市立大学 レンタル
1224 12:24 小野 駿介 東京工業大学 レンタル 2224 12:24 野中 麻佑子 聖心女子大学 レンタル
1225 12:25 濱宇津 佑亮 東京大学 レンタル 2225 12:25 小林 美咲 十文字学園女子大学 レンタル
1226 12:26 河野 貴大 東京工業大学 レンタル 2226 12:26 増澤 すず 筑波大学 レンタル
1227 12:27 渡邊 寛希 金沢大学 レンタル 2227 12:27 飯田 涼芳 実践女子大学 レンタル
1228 12:28 小原 和彦 東京工業大学 レンタル 2228 12:28 古谷 直央 横浜市立大学 レンタル
1229 12:29 菅沼 友仁 茨城大学 レンタル 2229 12:29 山下 桃子 早稲田大学 レンタル
1230 12:30 前畑 健人 筑波大学 レンタル 2230 12:30 吉原 沙渚 相模女子大学 レンタル
1231 12:31 長谷川 望 早稲田大学 レンタル 2231 12:31 深田 愛理 新潟大学 レンタル
1232 12:32 北川 賢也 横浜市立大学 レンタル 2232 12:32 齋藤 文菜 日本女子大学 レンタル
1233 12:33 稲垣 善太 早稲田大学 レンタル 2233 12:33 田村 一紗 横浜市立大学 レンタル
1234 12:34 大屋 和貴 東京工業大学 レンタル 2234 12:34 林 利奈 東洋大学 レンタル
1235 12:35 石田 晴輝 東京大学 レンタル 2235 12:35 小林 結菜 十文字学園女子大学 レンタル
1236 12:36 神野 直紀 東京工業大学 レンタル 2236 12:36 勝山 佳恵 茨城大学 レンタル
1237 12:37 児玉 涼太 群馬大学 レンタル 2237 12:37 世良 史佳 立教大学 レンタル
1238 12:38 藤倉 真太郎 筑波大学 レンタル 2238 12:38 佐久間 文香 新潟大学 レンタル
1239 12:39 大橋 遼 早稲田大学 レンタル 2239 12:39 香取 瑞穂 立教大学 レンタル
1240 12:40 鳩 力乃介 筑波大学 レンタル 2240 12:40 松嶋 夏子 横浜市立大学 レンタル
1241 12:41 齋藤 佑樹 早稲田大学 レンタル 2241 12:41 山内 美輝 新潟大学 レンタル
1242 12:42 島田 雄史 東京工業大学 レンタル 2242 12:42 森谷 風香 千葉大学 レンタル
1243 12:43 内海 瞭 早稲田大学 レンタル 2243 12:43 金子 詩乃 日本女子大学 レンタル
1244 12:44 佐藤 陽太 横浜市立大学 レンタル 2244 12:44 小山 智子 千葉大学 レンタル
1245 12:45 小川 一真 早稲田大学 レンタル 2245 12:45 久野 公愛 日本女子大学 レンタル
1246 12:46 藤本 翔太 東京工業大学 レンタル 2246 12:46 山岸 夏希 筑波大学 レンタル
1247 12:47 得能 渉 千葉大学 レンタル 2247 12:47 鈴木 友紀乃 新潟大学 レンタル
1248 12:48 木村 文岳 筑波大学 レンタル 2248 12:48 坂本 彩 筑波大学 レンタル
1249 12:49 野沢 星雅 茨城大学 レンタル 2249 12:49 木越 綾香 群馬大学 レンタル
1250 12:50 河北 拓人 筑波大学 レンタル 2250 12:50 鄭 爽 筑波大学 レンタル
1251 12:51 戸澤 貴志 横浜国立大学 レンタル 2251 12:51 村田 茉奈美 フェリス女学院大学 レンタル
1252 12:52 堀川 晃太 東京工業大学 レンタル 2252 12:52 小竹 佳穂 筑波大学 レンタル
1253 12:53 三瀬 遼太郎 早稲田大学 レンタル 2253 12:53 清野 幸 横浜国立大学 レンタル
1254 12:54 山本 洵哉 東京工業大学 レンタル 2254 12:54 三浦 やよい 相模女子大学 レンタル
1255 12:55 植田 翔大 東京大学 レンタル 2255 12:55 村山 友梨 十文字学園女子大学 レンタル
1256 12:56 瀬川 桃加 東京工業大学 レンタル 2256 12:56 香取 菜穂 千葉大学 レンタル
1257 12:57 田中 翔大 東京大学 レンタル 2257 12:57 石坪 夕奈 東京農工大学 レンタル
1258 12:58 三浦 開登 東京工業大学 レンタル 2258 12:58 田中 弥怜 早稲田大学 レンタル
1259 12:59 石田 健太郎 早稲田大学 レンタル 2259 12:59 佐野 響 筑波大学 レンタル
1300 13:00 中谷 鴻太 東京工業大学 レンタル 2300 13:00 小林 晴美 実践女子大学 レンタル
1301 13:01 三好 将史 早稲田大学 レンタル 2301 13:01 畠山 和 横浜国立大学 レンタル
1302 13:02 浜野 奎 慶應義塾大学 レンタル 2302 13:02 福田 緒 実践女子大学 レンタル
1303 13:03 藤原 真吾 関東学院大学 レンタル 2303 13:03 藥師神 さらら 日本女子大学 レンタル
1304 13:04 滝沢 壮太 新潟大学 レンタル 2304 13:04 山森 汐莉 金沢大学 レンタル
1305 13:05 権守 歩斗 東京大学 レンタル 2305 13:05 櫻井 彩菜 相模女子大学 レンタル
1306 13:06 檜脇 悠輔 東京工業大学 レンタル 2306 13:06 立花 和祈 実践女子大学 レンタル

※赤字はシード選手です
※関東/北信越は同一リストになっています
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関東/北信越Ms (続き)
スタート番号 スタート時刻 名前 所属 SIカード スタート番号スタート時刻 名前 所属 SIカード

1307 13:07 柴沼 健 早稲田大学 レンタル 4450 14:50 宮本 知江子 京葉ＯＬクラブ レンタル
1308 13:08 和田 康次郎 慶應義塾大学 レンタル 4451 14:51 林 浩平 筑波大学 レンタル
1309 13:09 辻岡 尚太郎 金沢大学 レンタル
1310 13:10 大野 亘毅 筑波大学 レンタル
1311 13:11 久野 元嗣 千葉大学 レンタル
1312 13:12 桃井 陽佑 慶應義塾大学 レンタル スタート番号スタート時刻 名前 所属 SIカード
1313 13:13 山浦 夏樹 早稲田大学 レンタル 3457 14:57 今泉 将 名大OLC レンタル
1314 13:14 小森 太郎 筑波大学 レンタル 3458 14:58 細淵 晃平 入間市OLC レンタル
1315 13:15 椎名 晃丈 東京大学 レンタル 3459 14:59 岩瀬 史明 名大OLC レンタル
1316 13:16 田口 滉一 東京工業大学 レンタル 3500 15:00 村瀬 貴紀 筑波大学 レンタル
1317 13:17 平山 遼太 東京大学 レンタル 3501 15:01 尾崎 弘和 早大OB 9844666
1318 13:18 鈴木 大喜 筑波大学 レンタル 3502 15:02 緒方 美智 奈良市 レンタル
1319 13:19 川崎 翔 茨城大学 レンタル 3503 15:03 大久保 宗典 東京大学 レンタル
1320 13:20 菅野 裕貴 横浜市立大学 レンタル 15:04 vacant
1321 13:21 波多野 利樹 金沢大学 レンタル 3505 15:05 前野 達也 名大OLC レンタル
1322 13:22 大塩 耕平 筑波大学 レンタル 3506 15:06 木下 貴理人 浜松学院大学短期大学部 レンタル
1323 13:23 山川 登 東京大学 レンタル 3507 15:07 千葉 史子 杏友会 レンタル
1324 13:24 上野 康平 東京工業大学 レンタル 3508 15:08 堀尾 健太郎 名大OLC レンタル
1325 13:25 國方 敬史 千葉大学 レンタル 3509 15:09 松澤 俊行 浜松学院大学短期大学部 1396496
1326 13:26 山田 大雅 中央大学 レンタル 3510 15:10 田代 雅之 静岡OLC 2066901
1327 13:27 中村 僚宏 東京大学 レンタル 3511 15:11 酒井 佳子 レンタル
1328 13:28 庄司 晃太 東京工業大学 レンタル 3512 15:12 横山 結女 椙山女学園大学 レンタル
1329 13:29 大箭 歩 金沢大学 レンタル 3513 15:13 稲田 優幸 茨城大学 レンタル
1330 13:30 毛利 廣元 東京工業大学 レンタル 3514 15:14 横田 智也 名大OLC レンタル
1331 13:31 石山 雄太 武蔵大学 レンタル 3515 15:15 和田 美千代 サンスーシ 7344012
1332 13:32 小野 裕登 東京農工大学 レンタル 3516 15:16 長崎 早也香 名大OLC レンタル
1333 13:33 到津 春樹 茨城大学 レンタル 3517 15:17 緒方 賢史 奈良市 レンタル
1334 13:34 豊澤 義文 東京工業大学 レンタル 3518 15:18 稲毛 日菜子 京葉OLクラブ 9201800
1335 13:35 大橋 陽樹 東京大学 レンタル 3519 15:19 堀田 遼 杏友会 レンタル
1336 13:36 尾山 直駿 東京工業大学 レンタル 3520 15:20 小野澤 清楓 群馬大学 7200549
1337 13:37 佐藤 公洋 東京大学 レンタル 3521 15:21 杉浦 弘太郎 名大OLC レンタル
1338 13:38 須藤 貴也 筑波大学 レンタル 3522 15:22 野田 昌太郎 名大OLC レンタル
1339 13:39 郷 尚之 新潟大学 レンタル 3523 15:23 市原 双葉 群馬大学 レンタル
1340 13:40 田中 創士 横浜国立大学 レンタル 3524 15:24 南河 駿 名大OLC レンタル
1341 13:41 深野 広大 慶應義塾大学 レンタル 3525 15:25 竹内 公一 名大OLC レンタル
1342 13:42 中野 航友 千葉大学 レンタル 3526 15:26 是永 大地 名大OLC レンタル
1343 13:43 小柏 景司 新潟大学 レンタル 3530 15:30 深田 恒 東京大学 レンタル
1344 13:44 増田 健也 東京大学 レンタル
1345 13:45 渡辺 鷹志 慶應義塾大学 レンタル
1346 13:46 西村 直哉 早稲田大学 レンタル
1347 13:47 川名 竣介 東京農工大学 レンタル
1348 13:48 吉田 涼哉 金沢大学 レンタル
1349 13:49 長井 健太 東京農工大学 レンタル
1350 13:50 新田見 優輝 東京大学 レンタル
1351 13:51 茂原 瑞基 慶應義塾大学 レンタル
1352 13:52 高見澤 翔一 一橋大学 レンタル
1353 13:53 橋本 直幸 筑波大学 レンタル
1354 13:54 大石 洋輔 早稲田大学 レンタル
1355 13:55 天木 祐希 東京工業大学 レンタル
1356 13:56 小澤 翔 慶應義塾大学 レンタル
1357 13:57 高柳 知朗 筑波大学 レンタル
1358 13:58 市川 渉 東京工業大学 レンタル
1359 13:59 森田 翔央 茨城大学 レンタル
1400 14:00 屋口 正鷹 早稲田大学 レンタル
1401 14:01 大倉 崚吾 東京工業大学 レンタル
1402 14:02 高橋 英人 一橋大学 レンタル
1403 14:03 高野 兼也 新潟大学 レンタル
1404 14:04 瀬川 出 東京大学 レンタル
1405 14:05 大石 征裕 東京農工大学 レンタル
1406 14:06 大丸 仁志 東京理科大学 レンタル
1407 14:07 鈴木 京佑 横浜市立大学 レンタル
1408 14:08 根本 夏林 東京大学 レンタル
1409 14:09 小山 正伍 筑波大学 レンタル
1410 14:10 横堀 聖人 東京大学 レンタル
1411 14:11 佐々木 啓彦 筑波大学 レンタル
1412 14:12 清水 直 東京大学 レンタル
1413 14:13 安達 郁哉 筑波大学 レンタル
1414 14:14 池田 直樹 東京大学 レンタル
1415 14:15 椎名 渉 東京工業大学 レンタル
1416 14:16 地﨑 匡哉 千葉大学 レンタル
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関東/北信越Ms (続き)
スタート番号 スタート時刻 名前 所属 SIカード

1417 14:17 千葉 悠斗 横浜市立大学 レンタル
1418 14:18 梅澤 直幸 一橋大学 レンタル
1419 14:19 柿沼 晴喜 筑波大学 レンタル
1420 14:20 竹内 元哉 東京大学 レンタル
1421 14:21 小林 大悟 筑波大学 レンタル
1422 14:22 宮本 樹 東京大学 レンタル
1423 14:23 菊池 宏希 東京農工大学 レンタル
1424 14:24 友田 雅大 早稲田大学 レンタル
1425 14:25 松尾 怜治 東京大学 レンタル
1426 14:26 武田 悠作 東京工業大学 レンタル
1427 14:27 磯邉 岳晃 千葉大学 レンタル
1428 14:28 青田 正樹 新潟大学 レンタル
1429 14:29 瀧澤 修人 一橋大学 レンタル
1430 14:30 伊藤 祐 筑波大学 レンタル
1431 14:31 池田 大悟 早稲田大学 レンタル
1432 14:32 法月 奏太 東京工業大学 レンタル
1433 14:33 岡本 洸彰 東京大学 レンタル
1434 14:34 高本 章寛 筑波大学 レンタル
1435 14:35 種市 雅也 東京大学 レンタル
1436 14:36 坂野 翔也 東京理科大学 レンタル
1437 14:37 楠 健志 筑波大学 レンタル
1438 14:38 殿垣 佳治 東京大学 レンタル
1439 14:39 坂梨 敬哉 慶應義塾大学 レンタル
1440 14:40 七五三 碧 茨城大学 レンタル
1441 14:41 角田 貴大 横浜市立大学 レンタル
1442 14:42 寺西 翔 金沢大学 レンタル
1443 14:43 若松 甫 東京工業大学 レンタル
1444 14:44 粂 潤哉 東京大学 レンタル
1445 14:45 上島 浩平 慶應義塾大学 レンタル
1446 14:46 大久保 雄真 東京工業大学 レンタル
1447 14:47 木下 達仁 一橋大学 レンタル
1448 14:48 桑原 恒平 東京工業大学 レンタル
1449 14:49 石井 悠太 横浜国立大学 レンタル
1450 14:50 高橋 洸太 東京工業大学 レンタル
1451 14:51 刀根 大輔 東京大学 レンタル
1452 14:52 今堀 仁誠 筑波大学 レンタル
1453 14:53 久保川 和馬 東京大学 レンタル
1454 14:54 西下 遼介 慶應義塾大学 レンタル
1455 14:55 佐藤 遼平 東京大学 レンタル
1456 14:56 上村 太城 慶應義塾大学 レンタル
1457 14:57 仁野平 拓 筑波大学 レンタル
1458 14:58 村井 智也 東京大学 レンタル
1459 14:59 郷 朝紀 東京農工大学 レンタル
1500 15:00 川田 将太 慶應義塾大学 レンタル
1501 15:01 稲森 剛 横浜国立大学 レンタル
1502 15:02 原田 慧吾 慶應義塾大学 レンタル
1503 15:03 出原 優一 東京大学 レンタル
1504 15:04 吉澤 雄大 慶應義塾大学 レンタル
1505 15:05 大田 将司 一橋大学 レンタル
1506 15:06 藤田 純矢 東京工業大学 レンタル
1507 15:07 生田 崚 関東学院大学 レンタル
1508 15:08 渡邉 駿太 新潟大学 レンタル
1509 15:09 清水 龍太 金沢大学 レンタル
1510 15:10 古殿 直也 東京工業大学 レンタル
1511 15:11 関塚 大誠 東京理科大学 レンタル
1512 15:12 中島 颯大 筑波大学 レンタル
1513 15:13 柏田 芳樹 一橋大学 レンタル
1514 15:14 樫森 康晴 東京工業大学 レンタル
1515 15:15 伊藤 樹 横浜国立大学 レンタル
1516 15:16 澤村 健司 東京理科大学 レンタル
1517 15:17 三橋 武史 筑波大学 レンタル
1518 15:18 中野 喬博 東京大学 レンタル
1519 15:19 中野 直生 筑波大学 レンタル
1520 15:20 宮下 旺 横浜国立大学 レンタル
1521 15:21 谷野 文史 筑波大学 レンタル
1522 15:22 渡邊 俊祐 東京理科大学 レンタル
1523 15:23 岡田 怜真 東京工業大学 レンタル
1524 15:24 設楽 夏樹 新潟大学 レンタル
1525 15:25 加藤 岬 東京大学 レンタル


