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順位 氏名 所属 記録

1 結城 克哉 東京大学3 1:10:31
2 堀田 遼 東京大学3 1:15:41
4 太田 瑛佑 早稲田大学4 1:19:49
5 岩崎 航 千葉大学4 1:20:26
6 野本 圭介 筑波大学1 1:22:40
7 大嶋 拓実 東京工業大学4 1:23:58
8 石野 夏幹 東京大学2 1:24:29
9 真保 陽一 東京大学2 1:24:40

10 石輪 健樹 東京大学4 1:25:02
11 細淵 晃平 一橋大学2 1:25:45
12 池田 純也 一橋大学3 1:25:52
13 羽野 嵩志 一橋大学4 1:25:55
14 中野 雅之 東京大学4 1:26:58
15 三谷 洋介 東京大学3 1:27:31
16 山田 晋太朗 東京工業大学2 1:27:54
17 古里 亮太 東京大学4 1:27:59
18 山本 剛史 東京工業大学3 1:29:16
19 田村 晃太郎 東京大学3 1:30:27
20 千代澤 健右 早稲田大学3 1:31:13
21 新見 哲也 早稲田大学4 1:33:02
22 山本 淳史 東京大学2 1:33:23
23 小室 隆之 横浜国立大学4 1:35:30
24 平木 達也 東京大学1 1:37:13
25 楠 恵輔 東京工業大学4 1:39:17
26 黒田 勇人 慶應義塾大学3 1:39:46
27 宮崎 大地 東京工業大学4 1:42:09
28 燧 暁彦 東京大学3 1:42:34
29 牧野 達哉 東京大学2 1:45:37
30 久保田 翔 東京工業大学4 1:49:55
31 白松 幸起 慶應義塾大学4 1:52:09
32 村中 茂仁 東京工業大学3 1:52:29
33 中島 正治 横浜市立大学3 1:52:42
34 丸山 拓 早稲田大学3 1:54:22
35 多比羅 大 千葉大学3 1:55:02
36 曽原 直也 東京工業大学3 1:55:40
37 畑野 哲明 早稲田大学2 1:56:52
38 根本 直人 千葉大学2 1:57:17
39 宇川 裕亮 東京大学3 1:57:35
40 小山 達之 駿河台大学2 1:58:07
41 保川 一歩 東京工業大学4 2:00:05
42 萩原 睦人 筑波大学3 2:01:11
43 市谷 勇太 東京農工大学2 2:04:45
44 長洲 卓 早稲田大学2 2:11:27
45 富田 英幸 千葉大学2 2:11:32
46 古川 直樹 一橋大学3 2:12:57
47 郡 敏志 東京農工大学4 2:12:58
48 藤澤 陸 横浜市立大学2 2:15:05
49 小石原 暉 東京大学2 2:16:09
50 藤橋 一輝 東京工業大学2 2:19:09
51 長坂 侑亮 東京工業大学2 2:34:40
52 福地 翔 東京工業大学2 2:35:16
53 蕗澤 孝紘 東京農工大学3 2:36:25
54 室辰 健一郎 東京農工大学3 2:38:04
55 相澤 洋輔 東京工業大学3 2:40:16



56 大坪 和貴 茨城大学2 2:45:29
57 渡邊 和樹 千葉大学4 2:47:35
58 大谷 達也 茨城大学3 2:52:46
59 加藤 哲平 東京工業大学4 2:55:41
60 阿部 亮太 慶應義塾大学2 2:56:35
61 島崎 拓也 茨城大学4 2:58:48
62 銭 琨 東京大学3 2:59:47

岩沢 翔平 早稲田大学2 3:01:27
寺島 暢朗 早稲田大学2 3:02:39
増川 武志 東京農工大学2 3:04:03
渡辺 雄太 東京農工大学3 3:08:53
片桐 拓登 筑波大学3 3:10:17
鈴木 良広 東京大学2 3:14:47
佐保井 大悟 東京農工大学2 3:25:39
山本 信彰 千葉大学1 3:31:39
赤川 裕貴 東京農工大学4 3:34:52
額賀 翔平 茨城大学4 3:38:41
櫻井 博光 東京農工大学2 3:41:06
鈴木 聖唯 東京工業大学3 DISQ
井上 瑞樹 東京農工大学3 DISQ
池田 隼人 筑波大学2 DISQ
翁長 翔平 千葉大学4 DISQ
木間 光 筑波大学2 DISQ
橋本 永一 早稲田大学2 DISQ
岩本 拓巳 横浜市立大学3 DISQ
吉江 一樹 千葉大学2 DISQ
秋庭 健祐 茨城大学3 DISQ
田中 大貴 早稲田大学2 DISQ
白井 正輝 東京農工大学2 DISQ
平田 慧 東京工業大学3 DISQ
横山 凌静 早稲田大学2 DISQ
稲垣 和樹 東京農工大学4 DISQ
藤原 吉高 一橋大学2 DISQ
横井 和樹 筑波大学2 DISQ
柄 晃裕 東京農工大学2 DISQ
南家 弘章 茨城大学4 DISQ
小林 涼介 東京工業大学3 DISQ
古積 拓見 東京農工大学4 DISQ

WEWEWEWE
1 芦澤 咲子 相模女子大学3 0:57:14
2 村松 瞳 東京農工大学4 1:09:42
3 倉田 美知子 千葉大学3 1:18:49
4 林 梨花 実践女子大学2 1:27:25
5 勝田 あかね 東京農工大学4 1:31:32
6 春名 敦子 お茶の水女子大学4 1:39:24
7 浅川 里佳子 実践女子大学4 1:41:07
8 松下 未来 東京農工大学2 1:41:16
9 池澤 芽衣 相模女子大学4 1:41:53

10 柳川 梓 筑波大学2 1:44:08
11 小栁 優紀 実践女子大学3 1:45:49
12 守屋 好恵 実践女子大学2 1:45:57
13 大河内 恵美 横浜市立大学2 1:46:49
14 小泉 佳織 津田塾大学3 1:51:51
15 磯田 みつき 実践女子大学2 1:54:06
16 平戸 優美 実践女子大学2 1:56:13



17 林 美樹 十文字学園女子大学4 1:56:43
18 政田 海来 千葉大学3 1:57:14
19 藤原 智晴 実践女子大学2 2:02:14
20 冨家 遼子 横浜市立大学2 2:03:59
21 村上 知帆 東京農工大学3 2:08:27
22 井戸川 祥子 日本女子大学4 2:18:55
23 増山 友里子 津田塾大学2 2:21:05

犬塚 千尋 津田塾大学2 3:02:21
秋吉 美里 津田塾大学2 3:14:01
細野 詩穂 茨城大学2 3:37:16
山﨑 涼月 茨城大学3 4:10:14
田中 千晶 お茶の水女子大学2 DISQ
山岸 史佳 実践女子大学2 DISQ
渡邉 文子 実践女子大学4 DISQ
井上 舞 東京工業大学4 DISQ
伊藤 礼乃 東京農工大学2 DISQ
岩崎 彩香 相模女子大学2 DISQ
田中 麻耶 東京農工大学2 DISQ
齋藤 紀子 茨城大学3 DISQ

MAMAMAMA
1 渡辺 登 駿河台大学2 1:34:42
2 豊永 恭平 東京工業大学2 1:35:52
3 板本 治樹 東京工業大学2 1:36:00
4 水野 淳 東京工業大学2 1:36:41
5 新免 佑太 東京工業大学2 1:39:46
6 江坂 優 早稲田大学3 2:13:28

山浦 丈史 千葉大学4 DISQ

WAWAWAWA
1 櫻井 晴佳 十文字学園女子大学2 1:06:50

福嶋 沙貴子 実践女子大学2 DISQ
福吉 桜子 十文字学園女子大学 DISQ
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1 鹿嶋 勇 筑波大学 0:39:40
2 久保田 大貴 千葉大学 0:40:07
3 古林 琢 東京工業大学 0:42:36
4 松井 俊一 筑波大学 0:44:37
5 高岡 友裕 東京大学 0:46:03
6 西村 陽樹 東京大学 0:48:49
7 川村 佳愛 横浜市立大学 0:51:52
8 竹下 和希 筑波大学 0:52:10
9 治田 洋祐 早稲田大学 0:55:57

10 犬山 諒洋 横浜国立大学 0:56:53
11 長友 悠 東京大学 0:58:22
12 山口 貴大 東京工業大学 0:58:28
13 後藤 孔要 筑波大学 0:58:55
14 石井 岳 慶應義塾大学 0:59:29
15 舘野 瑞樹 東京大学 1:01:48
16 徳増 宏基 東京工業大学 1:02:59
17 秋永 信 一橋大学 1:03:54
18 大倉 辰興 東京工業大学 1:08:30
19 塚越 航 東京工業大学 1:09:22
20 松尾 遼 横浜市立大学 1:09:24
21 根岸 岳 東京工業大学 1:09:28



22 浦川 海尋 横浜市立大学 1:10:36
23 大宮 尚貴 横浜国立大学 1:13:28
24 堀江 康介 早稲田大学 1:15:18
25 永坂 友明 千葉大学 1:18:19
26 中野 真司 東京工業大学 1:21:36
27 蜂須賀 久晴 東京大学 1:22:07
28 嶋田 圭太郎 千葉大学 1:23:11
29 糸賀 翔大 東京大学 1:23:20
30 佐藤 大樹 東京工業大学 1:29:46
31 藤村 陸 早稲田大学 1:30:02
32 村山 宗理 東京農工大学 1:31:32
33 石塚 充 東京工業大学 1:34:22
34 吉田 真悟 東京工業大学 1:37:02
35 小川 裕太 東京農工大学 1:39:52
36 河野 浩典 早稲田大学 1:40:47
37 木村 恒希 東京大学 1:53:02
38 渡辺 健一郎 早稲田大学 2:02:46
39 関根 慧 早稲田大学 2:04:44
40 水野 伊吹 早稲田大学 2:05:01
41 横山 大輔 東京工業大学 2:05:04
42 田森 宥好 東京大学 2:05:59
43 田淵 稔二 早稲田大学 2:14:47
44 田上 敦英 一橋大学 2:15:45
45 丸尾 太一郎 早稲田大学 2:19:00
46 弓削田 槙一 駿河台大学 2:31:26

岩尾 朋洋 東京大学 3:06:23
久保田 雄起 東京大学 3:08:03
高橋 遼 東京農工大学 3:10:33
後藤 建 千葉大学 DISQ
林 俊太 東京大学 DISQ
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1 稲毛 日菜子 お茶の水女子大学 0:27:25
2 武居 礼夏 千葉大学 0:30:44
3 千明 瑞希 横浜市立大学 0:36:04
4 山田 陽子 早稲田大学 0:36:05
5 坂田 恵理 千葉大学 0:38:37
6 渡邊 彩子 早稲田大学 0:39:08
7 佐藤 望 十文字学園女子大学 0:39:17
8 山口 遼子 津田塾大学 0:39:32
9 中嶋 若菜 実践女子大学 0:41:19

10 堀山 えり 実践女子大学 0:43:34
11 飯塚 爽子 日本女子大学 0:45:24
12 大橋 朋未 日本女子大学 0:46:39
13 伊藤 詩織 日本女子大学 0:47:24
14 鈴木 美穂 津田塾大学 0:54:06
15 鈴木 みはる 津田塾大学 0:56:05
16 四元 理香子 千葉大学 1:00:23
17 河越 奈沙 東京工業大学 1:04:27
18 岡 礼華 千葉大学 1:08:26
19 板倉 理夏 十文字学園女子大学 1:44:11
20 持田 友香 十文字学園女子大学 1:50:19
21 榎本 梨乃 実践女子大学 2:24:26



OMFOMFOMFOMF
1 太田　晶久 一橋大学 0:26:55
2 加藤木  悠 東京農工大学 1:26:27
3 深川　啓太 東京農工大学 1:29:53
4 藤井　邦俊 東京農工大学 2:03:54
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1 山本　紗希子 津田塾大学 0:47:53
2 森田　早希 津田塾大学 0:48:55
3 小田　りさ 津田塾大学 0:49:57

MECMECMECMEC
1 池 陽平 京葉OLC 1:18:04
2 小山　温史 東工大OLT 1:25:16
3 小林 隆昭 長野県 1:30:15
4 引地　隆介 ナムチェTRC 1:30:32
5 小見山 斉彰 チーバくんを応援する会 1:33:17
6 立川 悠平 新潟大学オリエンテーリング部 1:33:20
7 堀越 和宜 東京大学 1:38:28
8 谷口　彰登 鳩の会 1:38:32
9 水木 啓介 尾木クラブ 1:40:23

10 小山 博之 新潟大学オリエンテーリング部 1:41:03
11 登坂 KOLC 1:44:42
12 高橋 祐貴 新潟大学オリエンテーリング部 1:53:09
13 伊藤　和毅 1:59:32
14 松本 萌希 桐朋IK 2:02:09
15 坪居 大介 つばめ会 2:28:12
16 今井 友之 新潟大学オリエンテーリング部 2:28:17

小林 正朋 物工FC 2:30:34
波多野 利樹 桐朋IK 2:51:46
宮田 雅人 六国会 DISQ
久保田 皓貴 桐朋IK DISQ

WECWECWECWEC
1 花木 睦子 鳩の会 1:05:51
2 浦瀬 太郎 女子医大OLK 1:14:25
3 浦瀬 香子 女子医大OLK 1:45:31
4 引地　法 1:49:46

太田　夏美 鳩の会 DISQ

MMMM
1 大塚 校市 千葉OLK 0:49:35
2 栄森 貴久 みちの会 1:05:59
3 井口 良範 高崎OLC 1:10:17
4 仁多見 剛 多摩OL 1:15:19
5 金木　栄治 梅田OLC 2:20:03

SSSS
1 植松 裕子 高崎OLC 0:53:11
2 大塚 ふみ子 千葉OLK 1:19:11


