
MEC (51名) 

古屋 洸 ふるや こう 男 MEC 228241 東北大学 

長岡 凌生 ながおか りょうき 男 MEC 228345 東北大学 

薗部 駿太 そのべ しゅんた 男 MEC 235937 東北大学 

堀江 直人 ほりえ なおと 男 MEC 236141 東北大学 

唐木 朋也 からき ともや 男 MEC 236041 東北大学 

渡邊 大地 わたなべ だいち 男 MEC 228173 東北大学 

谷口 惠祐 たにぐち けいすけ 男 MEC 228188 東北大学 

高本 育弥 たかもと いくや 男 MEC 502873 東北大学 

鳥居 洸太 とりい こうた 男 MEC 228187 東北大学 

石森 晃 いしもり てる 男 MEC 235833 東北大学 

嶋崎 渉 しまざき わたる 男 MEC 236139 東北大学 

西村 肇倫 にしむら としみち 男 MEC 200742 東北大学 

室谷 拓冶 むろたに たくや 男 MEC 228277 東北大学 

青芳 龍 あおよし りょう 男 MEC 228169 東北大学 

伊藤 光祐 いとう こうすけ 男 MEC 228343 東北大学 

村上 巧 むらかみ たくみ 男 MEC  つばめ会 27期 

東 将央 あづま まさお 男 MEC 200572 KOLC オフィシャル 

清水 龍太 しみず りゅうた 男 MEC   

徳増 宏基 とくます こうき 男 MEC  つばめ会 

坪居 大介 つぼい だいすけ 男 MEC  つばめ会 

小泉 成行 こいずみ しげゆき 男 MEC 401887 静岡 OLC 

新粥 文哉 しんがい ふみや 男 MEC  チーバくんを応援する会 

高松 涼 たかまつ りょう 男 MEC 210422 福島大 OLC 

折橋 旺 おりはし おう 男 MEC 196118 麻布高等学校 

金子 隼人 かねこ はやと 男 MEC 196126 麻布高等学校 

北見 匠 きたみ たくみ 男 MEC 228245 東北大 OLC 

西村 駿 にしむら しゅん 男 MEC  つばめ会 

井上 裕介 いのうえ ゆうすけ 男 MEC  金澤あるへん 

小山 清 こやま きよし 男 MEC 232421 京葉 OL クラブ 

大久保 宗典 おおくぼ むねのり 男 MEC 196651 TUDO 

有賀 裕亮 ありが ゆうすけ 男 MEC 222751 トータス 

源後 知行 げんご ともゆき 男 MEC 183122 みちの会 

森 竜生 もり たつお 男 MEC 198766 横浜 OL クラブ 



芳賀 太史 はが たいし 男 MEC  つばめ会 

田中 基士 たなか もとし 男 MEC 210137 丘の上 

橘 孝祐 たちばな こうすけ 男 MEC 502503 KOLC オフィシャル 

和田 康次郎 わだ こうじろう 男 MEC 221790 永福 OLC 

尾崎 弘和 おさき ひろかず 男 MEC 220441 トータス 

今泉 正喜 いまいずみ まさき 男 MEC 500907 ときわ走林会 

松澤 俊行 まつざわ としゆき 男 MEC  茶の間 

田中 大貴 たなか たいき 男 MEC 196645 杏友会 

稲毛 日菜子 いなげ ひなこ 女 MEC 169131 京葉 OL クラブ 

蔵田 真彦 くらた まさひこ 男 MEC 502859 神奈川県川崎市 

稲田 優幸 いなだ まさゆき 男 MEC 211086 ときわ走林会 

国沢 琉 くにさわ りう 男 MEC 500456 筑波大学附属高校 2年 

小暮 喜代志 こぐれ きよし 男 MEC 500909 ES関東 C 

国沢 五月 くにさわ いつき 男 MEC  トータス 

寺垣内 航 てらがうち わたる 男 MEC 189724 京葉 OL クラブ 

結城 克哉 ゆうき かつや 男 MEC 183162 トータス 

猪俣 祐貴 いのまた ゆうき 男 MEC 196706 入間市 OLC 

古田島 貴之 こたじま たかゆき 男 MEC  長岡 OLC 

 

WEC (20名) 

松島 彩夏 まつしま あやか 女 WEC 196247 十文字学園女子大学 

小林 祐子 こばやし ゆうこ 女 WEC 236032 東北大学 

伊佐野 はる香 いさの はるか 女 WEC 210419 東北大学 

青代 香菜子 あおだい かなこ 女 WEC 228280 東北大学 

八木橋 まい やぎはし まい 女 WEC 236132 東北大学 

高橋 ひなの たかはし ひなの 女 WEC 210432 東北大学 

臼井 沙耶香 うすい さやか 女 WEC 211004 東北大学 

諏訪 夏海 すわ なつみ 女 WEC 228291 東北大学 

大林 俊彦 おおばやし としひこ 男 WEC 502619 大阪 OLC 

佐東 一輝 さとう かずき 男 WEC  鳩の会 

関根 直紀 せきね なおき 男 WEC 200576 青葉会 

江幡 禎子 えばた ていこ 女 WEC   

宮本 知江子 みやもと ちえこ 女 WEC 185348 京葉 OL クラブ/桐嶺会 

藤村 陸 ふじむら りく 男 WEC  トータス 



熊見 弘一 くまみ こういち 男 WEC  早大 OC38期 

盛合 美誉 もりあい みえ 女 WEC  じゃじゃじゃ OC 

上妻 紅音 こうづま あかね 女 WEC 221809 丘の上 

森田 桜織 もりた さおり 女 WEC 500352 丘の上 

伊東 瑠実子 いとう るみこ 女 WEC 200530 杏友会 

木村 耕平 きむら こうへい 男 WEC 83105 入間市 OLC 

 

MAC (27名) 

坂本 健悟 さかもと けんご 男 MAC 236038 東北大学 

今野 陽一 こんの よういち 男 MAC 240420 東北大学 

藤嶋 稜 ふじしま りょう 男 MAC 240565 東北大学 

村田 温基 むらた あつき 男 MAC 240564 東北大学 

小林 伸次 こばやし しんじ 男 MAC 240417 東北大学 

萩谷 凌大 はぎや りょうた 男 MAC 239619 東北大学 

小林 俊介 こばやし しゅんすけ 男 MAC 240593 東北大学 

小林 哲郎 こばやし てつろう 男 MAC 240530 東北大学 

三上 剛弘 みかみ たけひろ 男 MAC  つばめ会 

大塚 校市 おおつか こういち 男 MAC 501019 千葉 OLK 

稲田 旬哉 いなだ じゅんや 男 MAC  OLC ふるはうす 

佐藤 繁 さとう しげる 男 MAC   

鈴木 健夫 すずき たけお 男 MAC  京葉 OL クラブ 

大野 政男 おおの まさお 男 MAC 240112 下野市 OLC 

小林 二郎 こばやし じろう 男 MAC 209683 入間市 OLC 

清古 光 せいこ ひかる 男 MAC 196127 麻布中学校 

橋本 浩一 はしもと こういち 男 MAC 505344 武相 

山田 一善 やまだ かずよし 男 MAC  多摩 OL 

小林 岳人 こばやし たけと 男 MAC 180816 ES関東 C 

中澤 寛典 なかざわ ひろふみ 男 MAC 180034 ときわ走林会 

藤生 考志 ふじゅう たかし 男 MAC 221707 東京 OL クラブ 

畝林 誠 うねばやし まこと 男 MAC 238810 金沢メタ坊～ず 

伊東 博司 いとう ひろし 男 MAC 506235 広島 OLC 

岡本 隆之 おかもと たかゆき 男 MAC 189850 OLP兵庫 

関野 賢二 せきの けんじ 男 MAC  YTC78 

大橋 晴彦 おおはし はるひこ 男 MAC 501838 杏友会 



高寺 亮伍 たかてら りょうご 男 MA 196641 横浜国立大学 

 

WAC (14名) 

佐藤 汐子 さとう しほこ 女 WAC 236143 宮城学院女子大学 

市川 真優花 いちかわ まゆか 女 WAC 236015 宮城学院女子大学 

中安 正弘 なかやす まさひろ 男 WAC 210519  

村越 久子 むらこし ひさこ 女 WAC 483347 静岡 OLC 

長瀬 朋子 ながせ ともこ 女 WAC 183733 つるまい OLC 

服部 早苗 はっとり さなえ 女 WAC  Club阿闍梨 

小林 正子 こばやし まさこ 女 WAC 221810 ES関東 C 

楢原 麻里 ならはら まり 女 WAC  筑波大学附属高校 1年 

伊東 陽子 いとう ようこ 女 WAC 506117 広島 OLC 

丸山 由美子 まるやま ゆみこ 女 WAC  長岡オリエンテーリングクラブ 

丸山 里那子 まるやま りなこ 女 WAC  長岡高校 OLK 

渡辺 円香 わたなべ まどか 女 WAC 500910 ES関東 C 

古田島 泰代 こたじま やすよ 女 WAC  長岡 OLC 

古田島 鈴音 こたじま すずね 女 WAC  長岡高校 OLK 

 

MFC (6名) 

浜野 有都 はまの ありと 男 MFC 240455 東北大学 

高橋 直道 たかはし なおみち 男 MFC 240524 東北大学 

加藤 千晴 かとう ちはる 男 MFC 240454 東北大学 

枝廣 俊希 えだひろ としき 男 MFC  武相 

高梨 駿 たかなし はやお 男 MFC  武相 

前田 仁 まえだ じん 男 MFC  武相 

 

WFC (4名) 

中村 莉子 なかむら りこ 女 WFC 240594 宮城学院女子大学 

伊藤 望美 いとう のぞみ 女 WFC 240421 宮城学院女子大学 

佐々木 亜珠 ささき あず 女 WFC 240456 宮城学院女子大学 

高倉 玲衣 たかくら れい 女 WFC 240418 宮城学院女子大学 



HS-sele (30名) 

古寺 功明 ふるでら こうめい 男 HS-sele  筑波大学付属高校 

阿部 央幸 あべ ひろゆき 男 HS-sele 196104 麻布高等学校 

久保木 航 くぼき わたる 男 HS-sele 196128 麻布高等学校 

山見 泰輝 やまみ たいき 男 HS-sele  麻布高等学校 

渡部 司 わたなべ つかさ 男 HS-sele  麻布高等学校 

大久保 寧雄 おおくぼ ねお 男 HS-sele  麻布学園 OLK 

東野 峻大 ひがしの しゅんた 男 HS-sele  武相 

宮山 太一 みややま たいち 男 HS-sele  武相 

栁川 海 やながわ かい 男 HS-sele  武相 

山崎 瑞穂 やまざき みずほ 男 HS-sele  武相 

岸 大輝 きし だいき 男 HS-sele   

飯田 康幹 いいだ こうき 男 HS-sele   

伊勢 雄一朗 いせ ゆういちろう 男 HS-sele   

佐々木 健 ささき たける 男 HS-sele   

澤木 智哉 さわき ともや 男 HS-sele   

鈴木 翔 すずき しょう 男 HS-sele   

鈴木 瑠 すずき りゅう 男 HS-sele 505111 桐朋 IK 

青木 祐人 あおき ゆうと 男 HS-sele 502615 桐朋 IK 

計良 優輝 けら ゆうき 男 HS-sele  桐朋 IK 

迫田 勝太 さこだ しょうた 男 HS-sele  桐朋 IK 

塩野 遼介 しおの りょうすけ 男 HS-sele 502763 桐朋 IK 

関谷 裕生 せきや ゆうき 男 HS-sele 502851 桐朋 IK 

園部 仁士 そのべ ひろひと 男 HS-sele  桐朋 IK 

豊島 愛基 とよしま あいき 男 HS-sele  桐朋 IK 

中野渡 康太朗 なかのわたり こうたろう 男 HS-sele 502853 桐朋 IK 

長尾 理生 ながお まさき 男 HS-sele  桐朋 IK 

根上 侑己 ねがみ ゆうき 男 HS-sele 505110 桐朋 IK 

細谷 崇文 ほそや たかふみ 男 HS-sele 502852 桐朋 IK 

森本 裕冴 もりもと ゆうき 男 HS-sele 502616 桐朋 IK 

安原 佳祐 やすはら けいすけ 男 HS-sele  桐朋 IK 

 

 

 



JHS-sele (42名) 

寺嶋 謙一郎 てらしま けんいちろう 男 JHS-sele 200521 区立小松川第二中学校 

大沼 翼 おおぬま つばさ 男 JHS-sele 196119 麻布中学校 

久米 慧 くめ さとし 男 JHS-sele 196129 麻布中学校 

栗田 稜也 くりた たかや 男 JHS-sele 195999 麻布中学校 

坂本 和樹 さかもと かずき 男 JHS-sele 195998 麻布中学校 

徳地 一真 とくち かずま 男 JHS-sele  麻布中学校 

宮川 優斗 みやかわ ゆうと 男 JHS-sele  麻布中学校 

八木 涼太郎 やぎ りょうたろう 男 JHS-sele  麻布中学校 

山口 誉主哉 やまぐち よしゅや 男 JHS-sele  麻布中学校 

栗林 知輝 くりばやし ともき 男 JHS-sele  武相 

町田 湧 まちだ ゆう 男 JHS-sele  武相 

栁下 慶太郎 やなぎした けいたろう 男 JHS-sele  武相 

遠藤 颯汰 えんどう そうた 男 JHS-sele   

小幡 佳祐 おばた けいすけ 男 JHS-sele   

木村 真大 きむら まお 男 JHS-sele   

小島 悠杜 こじま ゆうと 男 JHS-sele   

小松 響介 こまつ きょうすけ 男 JHS-sele   

郷 義基 ごう よしき 男 JHS-sele   

齋藤 晴輝 さいとう はるき 男 JHS-sele   

曽田 和輝 そた かずき 男 JHS-sele   

辻本 雄一朗 つじもと ゆういちろう 男 JHS-sele   

富田 健生 とみた けんせい 男 JHS-sele   

道家 洋平 どうけ ようへい 男 JHS-sele   

早松 勇輝 はやまつ ゆうき 男 JHS-sele   

宮前 洸太 みやまえ こうた 男 JHS-sele   

森 旭陽 もり あさひ 男 JHS-sele   

山本 剛司 やまもと つよし 男 JHS-sele   

一力 直太郎 いちりき なおたろう 男 JHS-sele 502494 桐朋 IK 

岩田 優貴 いわた ゆうき 男 JHS-sele  桐朋 IK 

大西 明 おおにし はる 男 JHS-sele  桐朋 IK 

奥村 尚史 おくむら なおふみ 男 JHS-sele 233269 桐朋 IK 

金子 泰樹 かねこ たいき 男 JHS-sele 505090 桐朋 IK 

久野 元 くの げん 男 JHS-sele  桐朋 IK 



柴田 日向 しばた ひゅうが 男 JHS-sele 233567 桐朋 IK 

高橋 裕貴 たかはし ひろき 男 JHS-sele 505091 桐朋 IK 

富永 亘 とみなが こう 男 JHS-sele  桐朋 IK 

中村 海斗 なかむら かいと 男 JHS-sele  桐朋 IK 

西村 慧 にしむら けい 男 JHS-sele  桐朋 IK 

藤原 颯人 ふじわら そうと 男 JHS-sele  桐朋 IK 

孫田 友仁 まごた ゆうじん 男 JHS-sele 505088 桐朋 IK 

八木 智寛 やぎ ともひろ 男 JHS-sele 505089 桐朋 IK 

屋敷 龍吾 やしき りゅうご 男 JHS-sele 233260 桐朋 IK 

 


