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2009年度関東学連ミドルセレ スタートリスト 

ME 

スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号 

11:00 曽原 直也 東京工業大学 82574 

11:01 新城 大樹 東京工業大学 82545 

11:02 齋藤 翔太 一橋大学 92773 

11:03 白松 幸起 慶応義塾大学  

11:04 日暮 一太 筑波大 84802 

11:05 手島 浩気 東京  

11:06 中島 剛助 東京工業大学 82575 

11:07 田村 晃太郎 東京  

11:08 久保山 裕己 東京工業大学 146917 

11:09 矢沢廉平 茨城大学 139814 

11:10 村中 茂仁 東京工業大学 82551 

11:11 清水 智仁 東京農工大学  

11:12 平田 慧 東京工業大学 82552 

11:13 松村駿宏 茨城大学  

11:14 萩原 貴弘 東京農工大学  

11:15 西名慧史 茨城大学 139816 

11:16 新見 哲也 早稲田 140758 

11:17 赤嶺 賢彦 東京工業大学 92891 

11:18 古谷 嵩 東京工業大学 146918 

11:19 大谷達也 茨城大学  

11:20 鈴木 庸平 早稲田 140760 

11:21 木下 新一 早稲田 140756 

11:22 秋庭健介 茨城大学  

11:23 古川 直樹 一橋大学  

11:24 山上 大智 東京 92716 

11:25 安居 晃樹 東京工業大学 82543 

11:26 堀越 裕之 東京工業大学 146920 

11:27 佐藤清吾 茨城大学  

11:28 羽野 嵩志 一橋大学 139760 

11:29 稲垣 和樹 東京農工大学  

11:30 田中 裕也 東京 82522 

11:31 多比羅 大 千葉大 77028 

11:32 山本 剛史 東京工業大学  

11:33 銭 ? 東京  

11:34 水木 啓介 早稲田 139836 
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スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号 

11:35 鈴木 聖唯 東京工業大学 82576 

11:36 久保田 翔 東京工業大学 82548 

11:37 林 孝樹 一橋大学  

11:38 鳥居 正 千葉大 116322 

11:39 米倉 宏 東京工業大学 146919 

11:40 小林 義直 千葉大 115003 

11:41 矢野 貴裕 東京 92805 

11:42 森川 直樹 東京農工大学  

11:43 額賀翔平 茨城大学 129925 

11:44 山下 健司 東京  

11:45 田原 壮一郎 慶応義塾大学 114715 

11:46 黒田 勇人 慶応義塾大学 114725 

11:47 古積 拓見 東京農工大学  

11:48 若松 俊哉 東京  

11:49 大木 孝 東京 92743 

11:50 高野 圭司 東京工業大学 82558 

11:51 小林 幹明 東京 92774 

11:52 小室 隆之 横浜国立 63955 

11:53 瀧澤 開 千葉大  

11:54 勝又健太 茨城大学  

11:55 岡本 将志 早稲田 140755 

11:56 佐藤 俊 早稲田 140757 

11:57 堀田 遼 東京  

11:58 南家弘章 茨城大学 410207 

11:59 飯田 恭朗 東京農工大学  

12:00 石輪 健樹 東京 139726 

12:01 種村知昭 茨城大学  

12:02 浅越 光一 東京 92794 

12:03 宮崎 大地 東京工業大学 82546 

12:04 島崎拓也 茨城大学  

12:05 相澤 洋輔 東京工業大学 76927 

12:06 岩瀬 亮 東京  

12:07 渕上 貴弘 東京 139767 

12:08 太田 瑛佑 早稲田 140759 

12:09 内田 茂樹 東京農工大学  

12:10 酒井 将宏 東京工業大学 92890 

12:11 古澤 誠実郎 千葉大 114990 
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スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号 

12:12 渡辺 達己 東京農工大学  

12:13 水野 陽介 東京農工大学  

12:14 長谷 勉 一橋大学 139727 

12:15 小林 遼 東京 92739 

12:16 小林 涼介 東京工業大学 82555 

12:17 端山 琢巳 東京工業大学 82565 

12:18 郡 敏志 東京農工大学  

12:19 横井 智哉 慶応義塾大学 114678 

12:20 福西 佑紀 東京 139728 

12:21 中野 雅之 東京 139730 

12:22 御崎 智之 東京工業大学 146921 

12:23 翁長 翔平 千葉大 140823 

12:24 千代澤 健右 早稲田 140753 

12:25 大嶋 拓実 東京工業大学  

12:26 東條 真也 慶応義塾大学 63966 

12:27 藤井 通太 東京工業大学 82553 

12:28 近藤準 茨城大学  

12:29 番場 大貴 東京農工大学  

12:30 結城 克哉 東京  

12:31 石松 純 筑波大 84015 

12:32 濱田 岳 東京工業大学 82567 

12:33 神谷 泰介 筑波大 84017 

12:34 佐々木 敦斗 東京  

12:35 下嶋 健太 筑波大 84026 

12:36 小橋 昌明 東京 139751 

12:37 丸山 拓 早稲田 140754 

12:38 鈴木 涼太 東京工業大学 92888 

12:39 矢内 剣 東京 92798 

12:40 加藤 航大 東京工業大学 92887 

12:41 岩崎 航 千葉大 140822 

12:42 加賀谷 駿 千葉大 140870 

12:43 伊藤 光平 東京農工大学  

12:44 谷口 寛彰 早稲田 140761 

12:45 山下 博徳 一橋大学 63907 

12:46 池田 純也 一橋大学  

12:47 佐伯 量平 千葉大 116315 

12:48 加藤 哲平 東京工業大学 82544 
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スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号 

12:49 大橋 拓世 一橋大学  

12:50 渡辺祐輔 茨城大学  

12:51 渡邊 和樹 千葉大 140871 

12:52 茂澤 清信 東京農工大学  

12:53 北原 昂 東京工業大学 82554 

12:54 燧 暁彦 東京  

12:55 野々垣 亘 一橋大学  

12:56 松田 真宏 東京農工大学  

12:57 杵村 悠司 慶応義塾大学 114713 

12:58 鍋谷泰紀 茨城大学 139817 

12:59 金曽 祐一 東京農工大学  

13:00 三谷 洋介 東京  

13:01 保川 一歩 東京工業大学 92885 

13:02 猪股 智 千葉大 116303 

13:03 堀越 和宜 東京 139769 

13:04 岩本 拓巳 横浜市立 114723 

13:05 宮田雅人 茨城大学  

13:06 楠 恵輔 東京工業大学 92884 

13:07 古里亮太 東京大学  

 

WE 

スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号 

11:30 高野 美春 十文字学園女子大学  

11:31 浅川 里佳子 実践女子大学 139735 

11:32 小柳 優紀 実践女子大学  

11:33 飯野 真理子 十文字学園女子大学 92789 

11:34 政田 海来 千葉大  

11:35 齋藤紀子 茨城大学 129869 

11:36 渡辺 文子 実践女子大学 139731 

11:37 山本 紗穏里 筑波大 84808 

11:38 寺岡 倫子 東京  

11:39 星野 智子 津田塾大学 139753 

11:40 芦澤 咲子 相模女子大学 63950 

11:41 林 美樹 十文字学園女子大学 77020 

11:42 小泉 佳織 津田塾大学  

11:43 田村 蓉子 東京工業大学  

11:44 高木 友理 東京  
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スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号 

11:45 稲岡 奈々 日本女子 139823 

11:46 池澤 芽衣 相模女子大学 63980 

11:47 田代 祐香里 日本女子 139824 

11:48 成田 結花 日本女子 139826 

11:49 太田 夏美 千葉大  

11:50 永倉 由美子 東京 139752 

11:51 鈴木 亜希 東京農工大学  

11:52 田中 里奈 実践女子大学 139734 

11:53 井戸川 祥子 日本女子 139825 

11:54 常住 紗織 筑波大 84027 

11:55 阿久津 美里 東京農工大学  

11:56 南枝 美希 日本女子 139827 

11:57 倉田 美知子 千葉大  

11:58 津田 春菜 千葉大  

11:59 中村 恭子 実践女子大学  

12:00 井上 舞 東京工業大学  

12:01 春名 敦子 東京 139729 

12:02 井戸 美菜 実践女子大学 82527 

12:03 岩崎 香苗 東京農工大学  

12:04 村松 瞳 東京農工大学  

12:05 村上 梨枝 実践女子大学 92749 

12:06 山崎涼月 茨城大学  

12:07 勝田 あかね 東京農工大学  

 

WA 

スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号 

11:20 柿沼 里奈 東京  

11:21 星野 友花 実践女子大学  

11:22 池田 絵理 千葉大  

11:23 河村郁恵 茨城大学 129924 
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MF 

スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号 

11:10 井上 瑞樹 東京農工大学  

11:11 小塚 俊来 東京工業大学  

11:12 室辰 健一郎 東京農工大学  

11:13 赤川 裕貴 東京農工大学  

11:14 江坂 優 早稲田 140762 

11:15 浜崎 純一 東京工業大学  

11:16 廣田 佳祐 東京工業大学  

 

WF 

スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号 

11:00 村上 知帆 東京農工大学  

11:01 望月 彩葉 東京農工大学  

11:02 関根 春奈 十文字学園女子大学  

11:03 川上 結衣 東京農工大学  

 

ME-C 

スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号 

13:26 茂木 堯彦 東京 92726 

13:27 李 敬史 なし 478436 

13:28 浜端 紀行 十文字学園女子大学 63900 

13:29 林 城仁 渋谷で走る会 64498 

 


