
ME1  ME2 

時刻 氏名 E カード 所属  時刻 氏名 E カード 所属 

11:00 楠 健志 500443 筑波大学  11:00 児玉 涼太  群馬大学 

11:01 水流 尚樹 228338 千葉大学  11:01 桃井 陽佑 505094 慶應義塾大学 

11:02 長谷川 望 502197 早稲田大学  11:02 伊藤 祐  筑波大学 

11:03 池田 匠 502867 早稲田大学  11:03 山川 登 183075 東京大学 

11:04 奥尾 優里 221792 茨城大学  11:04 神野 直紀 501847 東京工業大学 

11:05 仁野平 拓  筑波大学  11:05 横山 司  筑波大学 

11:06 水澤 和大 506229 茨城大学  11:06 菅沼 友仁 239639 茨城大学 

11:07 地﨑 匡哉 210553 千葉大学  11:07 渡辺 鷹志 502762 慶應義塾大学 

11:08 中嶋 律起 505308 横浜国立大学  11:08 三好 将史 502297 早稲田大学 

11:09 高本 章寛  筑波大学  11:09 中村 諒 221810 早稲田大学 

11:10 椎名 晃丈 236023 東京大学  11:10 河野 貴大 501783 東京工業大学 

11:11 椎名 渉 501781 東京工業大学  11:11 森元 駿介 502038 横浜国立大学 

11:12 藤本 翔太 501848 東京工業大学  11:12 三浦 開登 220380 東京工業大学 

11:13 野沢 星雅 239640 茨城大学  11:13 萱沼 優也 501682 早稲田大学 

11:14 村井 智也 221824 東京大学  11:14 橋本 直幸  筑波大学 

11:15 鈴木 京佑 505264 横浜市立大学  11:15 大屋 和貴 210004 東京工業大学 

11:16 七五三 碧 502302 茨城大学  11:16 小野 裕登 239518 東京農工大学 

11:17 後藤 和樹 231455 一橋大学  11:17 法月 奏太 220290 東京工業大学 

11:18 田口 滉一 220281 東京工業大学  11:18 三瀬 遼太郎 502198 早稲田大学 

11:19 上村 太城 502751 慶應義塾大学  11:19 小池 剛大 239523 東京農工大学 

11:20 大石 征裕 240603 東京農工大学  11:20 西田 成佑 221931 東京大学 

11:21 原田 彗吾 502754 慶應義塾大学  11:21 生田 崚 502500 関東学院大学 

11:22 森川 周 196644 東京大学  11:22 奥田 陸 228337 千葉大学 

11:23 古殿 直也 220381 東京工業大学  11:23 神津 周平  中央大学 

11:24 戸澤 貴志 502750 横浜国立大学  11:24 小寺 義伸 501846 東京工業大学 

11:25 小川 一真 502493 早稲田大学  11:25 高見澤 翔一 231082 一橋大学 

11:26 国沢 楽  中央大学  11:26 山浦 夏樹 222811 早稲田大学 

11:27 浅井 寛之 236019 東京大学  11:27 木下 達仁 231449 一橋大学 

11:28 柿沼 晴喜  筑波大学  11:28 早川 徹彦 502760 東京農工大学 

11:29 殿垣 佳治 221808 東京大学  11:29 川崎 翔 502617 茨城大学 

11:30 大石 洋輔 183067 早稲田大学  11:30 関塚 大誠 222769 東京理科大学 

11:31 鶴原 啓 236024 東京大学  11:31 石田 晴輝 231456 東京大学 

11:32 樫森 康晴 220358 東京工業大学  11:32 大野 亘毅  筑波大学 

11:33 小池 一輝 221608 一橋大学  11:33 村山 泰眸 228340 千葉大学 

11:34 大田 雄哉 232423 慶應義塾大学  11:34 根本 夏林 236048 東京大学 

11:35 内海 瞭 502194 早稲田大学  11:35 望月 ヤマト 502301 茨城大学 

11:36 尾山 直駿 233379 東京工業大学  11:36 天木 祐希 220359 東京工業大学 

11:37 河北 拓人  筑波大学  11:37 三上 拓真 221822 東京大学 

11:38 豊田 伸平 221926 東京大学  11:38 佐藤 健斗 505212 横浜国立大学 



11:39 中島 颯大  筑波大学  11:39 濱宇津 佑亮 221817 東京大学 

11:40 大田 将司 221607 一橋大学  11:40 中村 僚宏 236047 東京大学 

11:41 石井 悠太 231934 横浜国立大学  11:41 後藤 幸大 231462 東京大学 

11:42 押切 嶺於 239522 東京農工大学  11:42 斎藤 佑樹 222752 早稲田大学 

11:43 櫻井 一樹 210001 東京工業大学  11:43 宮嶋 哲矢 210479 千葉大学 

11:44 小原 和彦 501021 東京工業大学  11:44 高橋 洸太 220377 東京工業大学 

11:45 西下 遼介 502499 慶應義塾大学  11:45 谷野 文史  筑波大学 

11:46 本多 一成 228231 千葉大学  11:46 茂原 瑞樹 233556 慶應義塾大学 

11:47 佐々木 啓彦  筑波大学  11:47 高柳 知朗  筑波大学 

11:48 山本 洵哉 209791 東京工業大学  11:48 上野 康平 501744 東京工業大学 

11:49 柴沼 健 222758 早稲田大学  11:49 橋本 勇士 210635 千葉大学 

11:50 川名 竣介 240602 東京農工大学  11:50 小牧 弘季  筑波大学 

11:51 小山 正伍  筑波大学  11:51 島津 仁 180505 東京工業大学 

11:52 前田 典歩  筑波大学  11:52 中村 直暉 502753 横浜国立大学 

11:53 柳 康太 180504 東京工業大学  11:53 若松 甫 233377 東京工業大学 

11:54 到津 春樹 239641 茨城大学  11:54 新田見 優輝 221616 東京大学 

11:55 渡邊 俊祐 502295 東京理科大学  11:55 久保川 和馬 244594 東京大学 

11:56 岡田 怜真 220216 東京工業大学  11:56 柏田 芳樹 236017 一橋大学 

11:57 岡本 洸彰 221644 東京大学  11:57 島田 雄史 233270 東京工業大学 

11:58 津田 卓磨 505311 横浜国立大学  11:58 安達 郁哉  筑波大学 

11:59 森山 凌佑 210571 千葉大学  11:59 宮本 樹 185352 東京大学 

12:00 高橋 英人 183070 一橋大学  12:00 豊田 健登 239653 茨城大学 

12:01 藤原 真吾 505095 関東学院大学  12:01 増子 真太朗 236018 一橋大学 

12:02 櫻木 嵩斗 501782 東京工業大学  12:02 藤田 純矢 233378 東京工業大学 

12:03 池田 直樹 236020 東京大学  12:03 豊澤 義文 210029 東京工業大学 

12:04 瀬川 桃加 233271 東京工業大学  12:04 侭田 卓磨 505312 横浜国立大学 

12:05 庄司 晃太 210003 東京工業大学  12:05 北川 賢也 228238 横浜市立大学 

12:06 清水 俊祐 231723 慶應義塾大学  12:06 磯邉 岳晃 240111 千葉大学 

12:07 鳩 力乃介  筑波大学  12:07 長井 健太 239517 東京農工大学 

12:08 石田 健太郎 502599 早稲田大学  12:08 青山 知史  筑波大学 

12:09 佐藤 遼平 239526 東京大学  12:09 浜野 奎 221515 慶應義塾大学 

12:10 岩佐 一大 240110 千葉大学  12:10 山田 大雅  中央大学 

12:11 青野 綾介  筑波大学  12:11 江野 弘太郎 505266 慶應義塾大学 

12:12 浴 歩輝 209790 東京工業大学  12:12 鈴木 大喜  筑波大学 

12:13 飯田 泰史 231446 東京大学  12:13 出原 優一 236127 東京大学 

12:14 板橋 侑樹 240515 東京農工大学  12:14 菅野 裕貴 505267 横浜市立大学 

12:15 吉池 晋一  中央大学  12:15 屋口 正鷹 502597 早稲田大学 

12:16 山田 光輝 505093 横浜国立大学  12:16 深野 広大 228239 慶應義塾大学 

12:17 河本 将毅 236128 東京大学  12:17 谷口 文弥 221760 東京大学 

12:18 比企野 純一 231227 東京大学  12:18 得能 渉 240114 千葉大学 

12:19 結城 大瑚 228336 千葉大学  12:19 稲森 剛 502502 横浜国立大学 



WE  MF 

時刻 氏名 E カード 所属  時刻 氏名 E カード 所属 

11:00 冨永 万由 502600 早稲田大学  11:51 水原 航平 161183 茨城大学 

11:01 鄭 爽  筑波大学  11:52 Kim Uchan  東京工業大学 

11:02 久野 公愛 502195 日本女子大学  11:53 土屋 輝 240609 関東学院大学 

11:03 小竹 佳穂  筑波大学  11:54 笹嶋 建吾 506231 茨城大学 

11:04 栗本 美緒 236055 津田塾大学  11:55 笠井 虹汰 205078 千葉大学 

11:05 稲邉 穂乃香 239623 東京農工大学  11:56 成松 陽  筑波大学 

11:06 稲垣 秀奈美 240250 千葉大学  11:57 伊與久 拓真  筑波大学 

11:07 増田 風見花 221922 実践女子大学  11:58 唐山 桐 244701 東京大学 

11:08 石坪 夕奈 189851 東京農工大学  11:59 黒川 敦人 196191 一橋大学 

11:09 小林 璃衣紗 401592 青山学院大学  12:00 西浦 裕 244656 東京大学 

11:10 畠山 和 505096 横浜国立大学  12:01 田中 大樹  東京工業大学 

11:11 伊藤 ひかり 210552 茨城大学  12:02 藤森 達也  電気通信大学 

11:12 佐野 響  筑波大学  12:03 今井 大智  東京工業大学 

11:13 村山 友梨 221896 十文字学園女子大学  12:04 川原 明洋  東京工業大学 

11:14 三木 智海 210377 千葉大学  12:05 桂木 智也 196344 横浜国立大学 

11:15 野中 麻佑子 236154 聖心女子大学  12:06 伊藤 嵩真 244702 東京大学 

11:16 橋本 花恵 239643 茨城大学  12:07 大城 蓮  東京工業大学 

11:17 佐藤 珠穂 236054 法政大学  12:08 宮川 靖弥  東京工業大学 

11:18 篠崎 萌希 501681 横浜市立大学  12:09 南 龍之介 240503 横浜国立大学 

11:19 香取 瑞穂 236152 立教大学  12:10 林 昇吾 196659 関東学院大学 

11:20 金子 詩乃 502596 日本女子大学  12:11 伊地知 淳 205056 千葉大学 

11:21 清野 幸 505263 横浜国立大学  12:12 高林 健太 180781 東京工業大学 

11:22 鈴木 咲希 210478 千葉大学  12:13 有吉 優樹 240621 横浜市立大学 

11:23 田中 弥怜 502598 早稲田大学  12:14 岡野 幹生  東京工業大学 

11:24 香取 菜穂 240247 千葉大学  12:15 溝口 哲平  筑波大学 

11:25 秋山 美玲 502513 早稲田大学  12:16 高橋 周 196671 関東学院大学 

11:26 飯田 涼芳 231451 実践女子大学  12:17 朝間 玲羽 244600 東京大学 

11:27 古谷 直央 501839 横浜市立大学  12:18 名雪 青葉  筑波大学 

11:28 木村 るび子 221923 立教大学  12:19 前川 光鷹 502612 東京理科大学 

11:29 篠塚 みずき 502501 横浜市立大学  12:20 倉田 瞭一  東京工業大学 

11:30 中島 緑里 236129 立教大学  12:21 藤谷 慶一郎  東京工業大学 

11:31 平松 夕衣 221973 横浜市立大学  12:22 秋元 佑斗  筑波大学 

11:32 森谷 風香 240249 千葉大学  12:23 遠藤 優介 506126 茨城大学 

11:33 楊 馨逸 502507 早稲田大学  12:24 福田 拓亮  東京工業大学 

11:34 宮本 和奏  筑波大学  12:25 瓜生 侑  東京工業大学 

11:35 田原 真綺 231200 実践女子大学  12:26 長谷川 大地 239624 東京農工大学 

11:36 和田 あゆみ 502752 慶應義塾大学  12:27 鈴木 琢也 240242 横浜国立大学 

11:37 八木 千尋 239524 東京農工大学  12:28 松井 優樹  東京工業大学 

11:38 世良 史佳 236153 立教大学  12:29 大串 裕也 205080 千葉大学 



11:39 鹿野 梨佳子 231448 実践女子大学  12:30 佐久間 亮  東京工業大学 

11:40 加藤 めぐみ 221928 十文字学園女子大学  12:31 稲垣 滉 240504 横浜国立大学 

11:41 菅原 真優 502595 日本女子大学  12:32 村田 千真  筑波大学 

11:42 保木 祥声 236056 津田塾大学  12:33 金子 稜 244764 一橋大学 

11:43 田村 一紗 505310 横浜市立大学  12:34 松尾 拓真 502611 東京理科大学 

11:44 立花 和祈 221919 実践女子大学  12:35 渡邉 大地 204946 千葉大学 

11:45 米山 アン 205103 相模女子大学  12:36 阿部 祐大  東京工業大学 

11:46 佐久間 若菜  筑波大学  12:37 森 恒大  筑波大学 

11:47 高橋 利奈 502196 日本女子大学  12:38 大場 隆太郎  東京工業大学 

11:48 菅原 衣織 239526 東京農工大学  12:39 小林 尚暉 244661 東京大学 

11:49 林 智歩 505313 相模女子大学  12:40 荒川 悠人 114991 東京農工大学 

11:50 小林 美咲 231090 十文字学園女子大学  12:41 竹下 晴山 506230 茨城大学 

11:51 西谷 彩奈 502492 東京理科大学  12:42 竹山 翔悟 222788 早稲田大学 

11:52 野村 麻奈 205195 相模女子大学  12:43 瀧井 健介  東京工業大学 

11:53 松田 千果 505211 横浜市立大学  12:44 伊藤 頌太 239291 慶應義塾大学 

11:54 山岸 夏希  筑波大学  12:45 山田 涼太  群馬大学 

     12:46 大山 智弘  筑波大学 

WF  12:47 青木 航流  東京工業大学 

時刻 氏名 E カード 所属  12:48 阿部 遼太郎 240610 横浜市立大学 

11:09 矢作 香織 196661 慶應義塾大学  12:49 田中 琉偉 244602 法政大学 

11:10 島崎 未緒  東京工業大学  12:50 関口 直希  筑波大学 

11:11 野口 珠希  筑波大学  12:51 志村 貴大  東京工業大学 

11:12 根本 真子 506125 茨城大学  12:52 秋元 郁 222789 早稲田大学 

11:13 松本 環 222784 早稲田大学  12:53 荒木 政紀  筑波大学 

11:14 池ヶ谷 みのり 244595 一橋大学  12:54 福與 太一 240505 横浜国立大学 

11:15 大谷 瑠花 240502 関東学院大学  12:55 市川 礼偉 240611 横浜市立大学 

11:16 里見 穂 222783 早稲田大学  12:56 芹澤 直伸 502610 東京理科大学 

11:17 渡辺 花蓮  茨城大学  12:57 伊藤 有哉 180782 東京工業大学 

11:18 明神 紀子 244654 聖心女子大学  12:58 伊藤 元春 244606 東京大学 

11:19 中村 咲野 未定 立教大学  12:59 溝井 翔太 506124 茨城大学 

11:20 冨山 詩央里 244660 実践女子大学  13:00 若月 俊宏  東京工業大学 

11:21 藤井 明日香 240243 関東学院大学  13:01 山口 龍之介 204892 千葉大学 

11:22 大栗 由希 506123 茨城大学  13:02 西田 直人 506118 茨城大学 

11:23 阿部 悠 244709 実践女子大学  13:03 大川 将志  筑波大学 

11:24 吉田 茉莉枝 506119 茨城大学      

11:25 佐藤 美那子 240506 横浜国立大学      

11:26 鈴木 日菜 244662 実践女子大学      

11:27 臼井 千尋  東京工業大学      

11:28 大村 沙耶香 506122 茨城大学      

11:29 後藤 凛  筑波大学      

11:30 岩﨑 佑美 196342 慶應義塾大学      



MA  WA 

時刻 氏名 E カード 所属  時刻 氏名 E カード 所属 

12:30 河村 優周  電気通信大学  11:00 片岡 茅悠 236159 東京大学 

12:31 海老原 稜大 244599 一橋大学  11:01 小室 菜々子 210906 茨城大学 

12:32 池田 京史 205257 千葉大学  11:02 山本 優海 239121 実践女子大学 

12:33 小川 詔太郎  電気通信大学  11:03 杉山 智美 204675 相模女子大学 

12:34 日比 浩喜 236049 東京大学  11:04 市原 双葉  群馬大学 

12:35 朝倉 紗斗至  電気通信大学      

12:36 高橋 克明  群馬大学      

12:37 樋口 遼太郎  電気通信大学      

12:38 山本 遼  電気通信大学      

12:39 山口 龍哉 205081 千葉大学      

         

MEC1  MEC2 

時刻 氏名 E カード 所属  時刻 氏名 E カード 所属 

12:49 青芳 龍 228169 東北大学  12:49 芳賀 太史  つばめ会 

12:50 渡邊 大地 228173 東北大学  12:50 薗部 駿太 235937 東北大学 

12:51 国沢 五月  トータス  12:51 村上 巧  つばめ会 27期 

12:52 新粥 文哉  チーバくんを応援する会  12:52 嶋崎 渉 236139 東北大学 

12:53 金子 隼人 196126 麻布高等学校  12:53 石森 晃 235833 東北大学 

12:54 源後 知行 183122 みちの会  12:54 蔵田 真彦 502859 神奈川県川崎市 

12:55 伊藤 光祐 228343 東北大学  12:55 西村 肇倫 200742 東北大学 

12:56 小山 清 232421 京葉 OL クラブ  12:56 稲毛 日菜子 169131 京葉 OL クラブ 

12:57 寺垣内 航 189724 京葉 OL クラブ  12:57 今泉 正喜 500907 ときわ走林会 

12:58 小暮 喜代志 500909 ES関東 C  12:58 橘 孝祐 502503 KOLC オフィシャル 

12:59 小泉 成行 401887 静岡 OLC  12:59 長岡 凌生 228345 東北大学 

13:00 有賀 裕亮 222751 トータス  13:00 松澤 俊行  茶の間 

13:01 鳥居 洸太 228187 東北大学  13:01 稲田 優幸 211086 ときわ走林会 

13:02 大久保 宗典 196651 TUDO  13:02 折橋 旺 196118 麻布高等学校 

13:03 北見 匠 228245 東北大 OLC  13:03 和田 康次郎 221790 永福 OLC 

13:04 東 将央 200572 KOLC オフィシャル  13:04 西村 駿  つばめ会 

13:05 清水 龍太    13:05 井上 裕介  金澤あるへん 

13:06 高松 涼 210422 福島大 OLC  13:06 古田島 貴之  長岡 OLC 

13:07 古屋 洸 228241 東北大学  13:07 室谷 拓冶 228277 東北大学 

13:08 尾崎 弘和 220441 トータス  13:08 高本 育弥 502873 東北大学 

13:09 猪俣 祐貴 196706 入間市 OLC  13:09 徳増 宏基  つばめ会 

13:10 唐木 朋也 236041 東北大学  13:10 結城 克哉 183162 トータス 

13:11 坪居 大介  つばめ会  13:11 森 竜生 198766 横浜 OL クラブ 

13:12 田中 基士 210137 丘の上  13:12 谷口 惠祐 228188 東北大学 

13:13 国沢 琉 500456 筑波大学附属高校 2年  13:13 田中 大貴 196645 杏友会 

13:14 堀江 直人 236141 東北大学      



WEC  MAC 

時刻 氏名 E カード 所属  時刻 氏名 E カード 所属 

12:26 青代 香菜子 228280 東北大学  12:44 今野 陽一 240420 東北大学 

12:27 盛合 美誉  じゃじゃじゃ OC  12:45 大橋 晴彦 501838 杏友会 

12:28 伊東 瑠実子 200530 杏友会  12:46 藤生 考志 221707 東京 OL クラブ 

12:29 江幡 禎子    12:47 鈴木 健夫  京葉 OL クラブ 

12:30 高橋 ひなの 210432 東北大学  12:48 小林 伸次 240417 東北大学 

12:31 小林 祐子 236032 東北大学  12:49 岡本 隆之 189850 OLP兵庫 

12:32 佐東 一輝  鳩の会  12:50 小林 哲郎 240530 東北大学 

12:33 臼井 沙耶香 211004 東北大学  12:51 高寺 亮伍 196641 横浜国立大学 

12:34 宮本 知江子 185348 京葉 OL クラブ/桐嶺会  12:52 伊東 博司 506235 広島 OLC 

12:35 諏訪 夏海 228291 東北大学  12:53 中澤 寛典 180034 ときわ走林会 

12:36 関根 直紀 200576 青葉会  12:54 稲田 旬哉  OLC ふるはうす 

12:37 伊佐野 はる香 210419 東北大学  12:55 橋本 浩一 505344 武相 

12:38 藤村 陸  トータス  12:56 清古 光 196127 麻布中学校 

12:39 森田 桜織 500352 丘の上  12:57 山田 一善  多摩 OL 

12:40 上妻 紅音 221809 丘の上  12:58 佐藤 繁   

12:41 八木橋 まい 236132 東北大学  12:59 小林 俊介 240593 東北大学 

12:42 木村 耕平 83105 入間市 OLC  13:00 萩谷 凌大 239619 東北大学 

12:43 松島 彩夏 196247 十文字学園女子大学  13:01 関野 賢二  YTC78 

12:44 大林 俊彦 502619 大阪 OLC  13:02 村田 温基 240564 東北大学 

12:45 熊見 弘一  早大 OC38期  13:03 三上 剛弘  つばめ会 

     13:04 畝林 誠 238810 金沢メタ坊～ず 

     13:05 大野 政男 240112 下野市 OLC 

     13:06 藤嶋 稜 240565 東北大学 

     13:07 大塚 校市 501019 千葉 OLK 

     13:08 坂本 健悟 236038 東北大学 

     13:09 小林 二郎 209683 入間市 OLC 

     13:10 小林 岳人 180816 ES関東 C 

         

WAC  MFC 

時刻 氏名 E カード 所属  時刻 氏名 E カード 所属 

12:00 市川 真優花 236015 宮城学院女子大学  13:08 加藤 千晴 240454 東北大学 

12:01 服部 早苗  Club阿闍梨  13:09 高梨 駿  武相 

12:02 伊東 陽子 506117 広島 OLC  13:10 高橋 直道 240524 東北大学 

12:03 丸山 由美子  長岡オリエンテーリングクラブ  13:11 前田 仁  武相 

12:04 古田島 鈴音  長岡高校 OLK  13:12 浜野 有都 240455 東北大学 

12:05 渡辺 円香 500910 ES関東 C  13:13 枝廣 俊希  武相 

12:06 村越 久子 483347 静岡 OLC      

12:07 中安 正弘 210519       

12:08 佐藤 汐子 236143 宮城学院女子大学      



12:09 丸山 里那子  長岡高校 OLK  WFC 

12:10 小林 正子 221810 ES関東 C  時刻 氏名 E カード 所属 

12:11 古田島 泰代  長岡 OLC  12:18 高倉 玲衣 240418 宮城学院女子大学 

12:12 長瀬 朋子 183733 つるまい OLC  12:19 伊藤 望美 240421 宮城学院女子大学 

12:13 楢原 麻里  筑波大学附属高校 1年  12:20 佐々木 亜珠 240456 宮城学院女子大学 

     12:21 中村 莉子 240594 宮城学院女子大学 

         

         

HS-sele  JHS-sele 

時刻 氏名 E カード 所属  時刻 氏名 E カード 所属 

11:51 大久保 寧雄  麻布学園 OLK  11:00 郷 義基   

11:52 東野 峻大  武相  11:01 早松 勇輝   

11:53 青木 祐人 502615 桐朋 IK  11:02 宮川 優斗  麻布中学校 

11:54 古寺 功明  筑波大学付属高校  11:03 寺嶋 謙一郎 200521 区立小松川第二中学校 

11:55 山見 泰輝  麻布高等学校  11:04 森 旭陽   

11:56 豊島 愛基  桐朋 IK  11:05 曽田 和輝   

11:57 塩野 遼介 502763 桐朋 IK  11:06 辻本 雄一朗   

11:58 山崎 瑞穂  武相  11:07 藤原 颯人  桐朋 IK 

11:59 園部 仁士  桐朋 IK  11:08 西村 慧  桐朋 IK 

12:00 迫田 勝太  桐朋 IK  11:09 徳地 一真  麻布中学校 

12:01 澤木 智哉    11:10 遠藤 颯汰   

12:02 阿部 央幸 196104 麻布高等学校  11:11 山口 誉主哉  麻布中学校 

12:03 長尾 理生  桐朋 IK  11:12 久野 元  桐朋 IK 

12:04 鈴木 瑠 505111 桐朋 IK  11:13 富永 亘  桐朋 IK 

12:05 岸 大輝    11:14 孫田 友仁 505088 桐朋 IK 

12:06 計良 優輝  桐朋 IK  11:15 大沼 翼 196119 麻布中学校 

12:07 安原 佳祐  桐朋 IK  11:16 道家 洋平   

12:08 鈴木 翔    11:17 木村 真大   

12:09 中野渡 康太朗 502853 桐朋 IK  11:18 坂本 和樹 195998 麻布中学校 

12:10 関谷 裕生 502851 桐朋 IK  11:19 柴田 日向 233567 桐朋 IK 

12:11 森本 裕冴 502616 桐朋 IK  11:20 高橋 裕貴 505091 桐朋 IK 

12:12 渡部 司  麻布高等学校  11:21 栗林 知輝  武相 

12:13 佐々木 健    11:22 八木 智寛 505089 桐朋 IK 

12:14 伊勢 雄一朗    11:23 小島 悠杜   

12:15 宮山 太一  武相  11:24 町田 湧  武相 

12:16 根上 侑己 505110 桐朋 IK  11:25 栁下 慶太郎  武相 

12:17 細谷 崇文 502852 桐朋 IK  11:26 岩田 優貴  桐朋 IK 

12:18 栁川 海  武相  11:27 富田 健生   

12:19 飯田 康幹    11:28 奥村 尚史 233269 桐朋 IK 

12:20 久保木 航 196128 麻布高等学校  11:29 小幡 佳祐   

     11:30 一力 直太郎 502494 桐朋 IK 



     11:31 宮前 洸太   

     11:32 屋敷 龍吾 233260 桐朋 IK 

     11:33 八木 涼太郎  麻布中学校 

     11:34 山本 剛司   

     11:35 中村 海斗  桐朋 IK 

     11:36 久米 慧 196129 麻布中学校 

     11:37 栗田 稜也 195999 麻布中学校 

     11:38 小松 響介   

     11:39 大西 明  桐朋 IK 

     11:40 齋藤 晴輝   

     11:41 金子 泰樹 505090 桐朋 IK 

 


