
時刻 氏名 所属 Eカード 時刻 氏名 所属 Eカード

11:00 小川 一真 早稲田大学 502493 11:10 石坪 夕奈 東京農工大学 189851

11:01 松本 明訓 東京大学 244657 11:11 栗本 美緒 津田塾大学 236055

11:02 中嶋 律起 横浜国立大学 505308 11:12 平松 夕衣 横浜市立大学 221973

11:03 屋口 正鷹 早稲田大学 502597 11:13 秋山 美玲 早稲田大学 222789

11:04 村山泰眸 千葉大学 228337 11:14 勝山 佳恵 茨城大学 221578

11:05 三浦 開登 東京工業大学 233270 11:15 鈴木 咲希 千葉大学 228336

11:06 石田 健太郎 早稲田大学 502599 11:16 小竹佳穂 筑波大学 500986

11:07 桃井 陽佑 慶應義塾大学 505094 11:17 菅原真優 日本女子大学 502595

11:08 齋藤 佑樹 早稲田大学 222752 11:18 冨永 万由 早稲田大学 222788

11:09 大林 俊彦 大阪ＯＬＣ 502619 11:19 篠崎 萌希 横浜市立大学 240502

11:10 若松 甫 東京工業大学 501847 11:20 片岡 茅悠 東京大学 236159

11:11 根本 夏林 東京大学 236048 11:21 菅原 衣織 東京農工大学 239518

11:12 天木 祐希 東京工業大学 233377 11:22 野村 麻奈 相模女子大学 205195

11:13 大石 征裕 東京農工大学 240603 11:23 橋本 花恵 茨城大学 239643

11:14 磯邉 岳晃 千葉大学 240111 11:24 清野 幸 横浜国立大学 505263

11:15 岡田 怜真 東京工業大学 233378 11:25 世良 史佳 立教大学 236153

11:16 得能 渉 千葉大学 228340 11:26 久野公愛 日本女子大学 502195

11:17 高橋 洸太 東京工業大学 501848

11:18 野沢 星雅 茨城大学 239640

11:19 椎名 渉 東京工業大学 233271

11:20 森谷 風香 千葉大学 228331 時刻 氏名 所属 Eカード

11:21 日比 浩喜 東京大学 236049 11:30 大田 雄哉 慶應義塾大学 232423

11:22 伊藤 良介 京都大学 レンタル 11:31 長友 武司 千葉OLK レンタル

11:23 山口 龍哉 千葉大学 240114 11:32 小野 裕登 東京農工大学 239517

11:24 橘 孝祐 横浜国立大学院 210037

11:25 小川 詔太郎 電気通信大学 レンタル

11:26 谷野文史 筑波大学 507376

11:27 鈴木 健夫 京葉OLクラブ レンタル 時刻 氏名 所属 Eカード

11:28 奥尾 優理 茨城大学 221792 12:00 伊藤 嵩真 東京大学 244702

11:29 櫻木 嵩斗 東京工業大学 233379 12:01 藤森 達也 電気通信大学 レンタル

11:30 板橋 侑樹 東京農工大学 240515 12:02 森恒大 筑波大学 507378

11:31 本多 一成 千葉大学 240110 12:03 大場 隆太郎 東京工業大学 507368

11:32 上野 康平 東京工業大学 501850 12:04 渡部 真拓 東京農工大学 239522

11:33 畝林 誠 金沢メタ坊～ず 238810 12:05 熊木 智哉 東京大学 84316

11:34 宮本 樹 東京大学 185352 12:06 山根 正太郎 慶應義塾大学 240506

11:35 小牧弘季 筑波大学 507377 12:07 阿部 遼太郎 横浜市立大学 240610

11:36 浜野 奎 慶應義塾大学 221515 12:08 今井 大智 東京工業大学 507369

11:37 池田 京史 千葉大学 228338 12:09 秋元  郁 早稲田大学 222783

12:10 福田 拓亮 東京工業大学 507363

12:11 大山智弘 筑波大学 507379

12:12 松井 泰道 早稲田大学 222863

12:13 伊藤 颯 東京大学 244765

12:14 伊藤 有哉 東京工業大学 507370

12:15 伊藤 元春 東京大学 244606

12:16 芹澤 直伸 東京理科大学 502611

12:17 竹下 晴山 茨城大学 506230

12:18 宮川 靖弥 東京工業大学 501782

12:19 南 龍之介 横浜国立大学 240609
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時刻 氏名 所属 Eカード 時刻 氏名 所属 Eカード

12:00 中村 咲野 立教大学 244707 12:20 藤谷 慶一朗 東京工業大学 501783

12:01 阿部 朱莉 東京理科大学 502612 12:21 池田 匠 早稲田大学 222812

12:02 松本 環 早稲田大学 222810 12:22 福與 太一 横浜国立大学 240611

12:03 明神 紀子 聖心女子大学 244654 12:23 高林 健太 東京工業大学 507365

12:04 佐藤 美那子 横浜国立大学 240503 12:24 藤原　悠平 東京大学 189703

12:05 鈴木 日菜 実践女子大学 244662 12:25 中村 諒 早稲田大学 222784

12:06 池ヶ谷 みのり 一橋大学 244595 12:26 岡野 幹生 東京工業大学 507361

12:07 冨山 詩央里 実践女子大学 244660 12:27 安齋 音哉 東京農工大学 239523

12:08 根本 真子 茨城大学 506125 12:28 元橋 悠季 茨城大学 507360

12:09 臼井 千尋 東京工業大学 501846 12:29 有澤 達哉 東京大学 244703

12:10 後藤凜 筑波大学 507380 12:30 遠藤 優介 茨城大学 506126

12:11 鷲見 ひかる 電気通信大学 レンタル 12:31 伊地知 淳 千葉大学 240250

12:12 阿部 悠 実践女子大学 244709 12:32 有吉 優樹 横浜市立大学 240621

12:13 松澤 京加 津田塾大学 189705 12:33 瀧井 健介 東京工業大学 507362

12:14 吉田 茉莉枝 茨城大学 506119 12:34 松尾 拓真 東京理科大学 502513

12:15 岩﨑 佑美 慶應義塾大学 240504 12:35 田中 琉偉 法政大学 244602

12:36 夛田 雄介 茨城大学 507357

12:37 小林 尚暉 東京大学 244661

12:38 佐久間 亮 東京工業大学 507364

12:39 前川 光鷹 東京理科大学 502610

12:40 渋谷 舜 東京大学 180468

氏名 所属 Eカード 12:41 新井 宇宙 早稲田大学 222864

宮本　樹 東京大学 185352 12:42 笹嶋 建吾 茨城大学 506231

根本　夏林 東京大学 236048 12:43 青木 航流 東京工業大学 507367

世良　史佳 立教大学 236153 12:44 溝井 翔太 茨城大学 506124

若松 甫 東京工業大学 501847 12:45 大串 裕也 千葉大学 240247

石坪 夕奈 東京農工大学 189851 12:46 堀越 遥介 東京工業大学 501781

大石 征裕 東京農工大学 240603 12:47 阿部 冬星 東京大学 82527

磯邉岳晃 千葉大学 240111 12:48 伊藤 頌太 慶應義塾大学 240505

得能渉 千葉大学 228340 12:49 笠井 虹汰 千葉大学 240249

大田雄哉 慶應義塾大学 232423 12:50 西浦 裕 東京大学 244656

桃井陽佑 慶應義塾大学 505094 12:51 若月 俊宏 東京工業大学 501744

清野幸 横浜国立大学 505263 12:52 辛川 槙之介 東京大学 244597

小竹佳穂 筑波大学 500986 12:53 薄井 聡汰 中央大学 244607

谷野文史 筑波大学 507376 12:54 松嶋 亮弥 東京大学 244659

小牧弘季 筑波大学 507377 12:55 竹山 翔悟 早稲田大学 222916

12:56 倉田 瞭一 東京工業大学 501021

12:57 左右田 駿 東京大学 244699

12:58 北川 翔一 早稲田大学 222811

12:59 吉田 脩人 東京大学 244658

ファシュタO エントリーリスト
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