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東海・関西学連ミドルセレ 兼 関西インカレ
スタートリスト

ver 1.0

東海MS (1/2) 60名
出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

10:30 101 伊藤 拓登 いとう たくと 静岡大学4 220393
10:32 102 速水 駿 はやみ しゅん 名古屋大学3 507352
10:34 103 住吉 将英 すみよし  まさひで 名古屋大学4 239000
10:36 104 浅井 蓮 あさい れん 静岡大学1 レンタル

10:38 105 相馬 健太 そうま けんた 名古屋大学4 238896
10:40 106 脇田 晃秀 わきた あきひで 名古屋大学3 507350
10:42 107 和田 佳丈 わだ よしたけ 静岡大学3 505257
10:44 108 八木 勇亮 やぎ ゆうすけ 名古屋大学4 502498
10:46 109 森 隆志 もり たかし 名古屋工業大学 2 251274
10:48 110 井上 祐人 いのうえ  ゆうと 名古屋大学4 239043
10:50 111 矢田 祐喜 やだ ゆうき 静岡大学3 248967
10:52 112 前川 泰吉 まえかわ  やすきち 名古屋大学3 244539
10:54 113 高井 遥貴 たかい はるき 静岡大学1 レンタル

10:56 114 椿原 暖人 つばきはら  はると 名古屋大学2 251166
10:58 115 内藤 駿 ないとう  たかし 名古屋工業大学 2 509875
11:00 116 櫻井 千尋 さくらい ちひろ 名古屋大学2 510244
11:02 117 飯田 晟樹 いいだ まさき 名古屋大学4 レンタル

11:04 118 疋田 雅裕 ひきだ まさひろ 静岡大学2 レンタル

11:06 119 京屋 陽介 きょうや  ようすけ 名古屋大学3 507354
11:08 120 宮崎 真裕 みやざき  まさひろ 静岡大学2 248922
11:10 121 小林 直登 こばやし  なおと 名古屋大学2 510392
11:12 122 篠田 真弘 しのだ まさひと 名古屋大学2 510353
11:14 123 井土 宙 いづち そら 静岡大学2 231471
11:16 124 石川 創也 いしかわ  そうや 名古屋大学4 502497
11:18 125 服部 柾宏 はっとり  まさひろ 名古屋工業大学 2 251273
11:20 126 中村 亮佑 なかむら  りょうすけ 名古屋大学3 507349
11:22 127 森田 邦夫 もりた くにお 静岡大学3 505347
11:24 128 谷平 光一 たにひら  こういち 名古屋大学4 238897
11:26 129 天野 克則 あまの かつのり 名古屋大学4 208161
11:28 130 黒柳 大翔 くろやなぎ  ひろと 静岡大学2 220395
11:30 131 山田 雄太 やまだ ゆうた 名古屋大学3 507383
11:32 132 棚橋 一樹 たなはし  かずき 名古屋大学4 502496
11:34 133 池ヶ谷 雄太 いけがや  ゆうた 静岡大学1 レンタル

11:36 134 藤井 一樹 ふじい かずき 名古屋工業大学 3 507384
11:38 135 鈴木 海斗 すずき かいと 名古屋大学2 510247
11:40 136 本田 明良 ほんだ あきら 静岡大学4 505256
11:42 137 松本 皐佑 まつもと  こうすけ 名古屋大学2 510239
11:44 138 小俣 敦宏 こまた あつひろ 名古屋工業大学 3 507390
11:46 139 藤田 宏貴 ふじた ひろき 名古屋大学2 510248
11:48 140 森下 晃成 もりした  あきなり 静岡大学3 249338
11:50 141 粟生 啓介 あおう けいすけ 名古屋大学3 507355
11:52 142 水野 渉吾 みずの しょうご 静岡大学3 248968
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東海MS (2/2)
11:54 143 浅田 雄一 あさだ ゆういち 名古屋大学3 507351
11:56 144 加藤 翔伍 かとう しょうご 静岡大学4 509871
11:58 145 籾山 丈裕 もみやま  たけひろ 名古屋大学2 510246
12:00 146 安部 智晴 あべ ともはる 名古屋大学4 239002
12:02 147 鈴木 啓耀 すずき ひろあき 静岡大学3 251461
12:04 148 吉川 辰也 よしかわ  たつや 名古屋大学2 251169
12:06 149 田牧 将馬 たまき しょうま 名古屋大学4 239014
12:08 150 市川 知幸 いちかわ  ともゆき 名古屋工業大学 2 509873
12:10 151 新家 康佑 にいのみ  こうすけ 名古屋大学2 510347
12:12 152 森田 涼介 もりた りょうすけ 名古屋大学4 231916
12:14 153 河野 駿介 かわの しゅんすけ 静岡大学2 220394
12:16 154 田中 郁也 たなか ふみや 名古屋大学2 251114
12:18 155 松井 俊樹 まつい としき 静岡大学2 251465
12:20 156 棟方 隆司 むなかた  りゅうじ 名古屋大学4 238895
12:22 157 坂野 公紀 ばんの こうき 静岡大学2 220287
12:24 158 村上 淳哉 むらかみ  じゅんや 名古屋大学4 239040
12:26 159 小川 誠人 おがわ まさと 静岡大学2 レンタル

12:28 160 藤井 悠輝 ふじい ゆうき 名古屋大学3 507346

東海WS 18名
出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

10:30 201 安藤 瑠乃 あんどう  るの 椙山女学園大学 4 239003
10:32 202 杉浦 野乃子 すぎうら  ののこ 椙山女学園大学 2 510349
10:34 203 土田 千聖 つちだ ちさと 名古屋大学3 244546
10:36 204 須本 みずほ すもと みずほ 椙山女学園大学 3 245058
10:38 205 中村 沙耶 なかむら  さや 椙山女学園大学 4 239115
10:40 206 伊部 琴美 いべ ことみ 名古屋大学4 502491
10:42 207 今井 里奈 いまい りな 椙山女学園大学 2 510350
10:44 208 刈谷 まりい かりや まりい 椙山女学園大学 4 239005
10:46 209 五十嵐 羽奏 いがらし  わかな 名古屋大学3 244542
10:48 210 和波 明日香 わなみ あすか 椙山女学園大学 4 239149
10:50 211 杉浦 凛 すぎうら  りん 椙山女学園大学 3 245056
10:52 212 中神 智香 なかがみ  ともか 静岡大学3 505255
10:54 213 山崎 璃果 やまさき  りか 椙山女学園大学 3 245057
10:56 214 中野 真優 なかの まゆ 椙山女学園大学 4 239146
10:58 215 近藤 花保 こうどう かほ 名古屋大学2 510352
11:00 216 余語 文香 よご あやか 椙山女学園大学 3 244531
11:02 217 鈴木 春音 すずき はるね 名古屋大学3 507347
11:04 218 明田 彩里 あけた あやり 椙山女学園大学 3 244528

関西ME (1/2) 49名
出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

10:31 301 上田 皓一朗 うえだ こういちろう 立命館大学2 510659
10:33 302 谷口 瞬生 たにぐち  しゅんき 大阪大学2 510491
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関西ME (2/2)
10:35 303 イルマズ  恵明 いるまず  えみん 京都大学2 レンタル

10:37 304 古池 将樹 こいけ まさき 京都大学4 506234
10:39 305 鳥屋尾 太樹 とやお たいき 大阪大学2 レンタル

10:41 306 高野 陽平 たかの ようへい 神戸大学4 507592
10:43 307 向井 悠真 むかい ゆうま 京都大学2 510485
10:45 308 橋本 遼佑 はしもと  りょうすけ 神戸工業高等専門学校 1 レンタル

10:47 309 土屋 祐太朗 つちや ゆうたろう 京都大学4 507415
10:49 310 中野 海斗 なかの かいと 神戸大学2 510552
10:51 311 龍溪 優希 たつだに  ゆうき 京都大学3 レンタル

10:53 312 高見 和希 たかみ かずき 大阪大学3 507460
10:55 313 小丸 幸佑 こまる こうすけ 京都大学3 レンタル

10:57 314 吉仲 瑞貴 よしなか  みずき 京都大学2 レンタル

10:59 315 窪田 信司 くぼた しんじ 大阪大学4 505106
11:01 316 杉村 天 すぎむら  たかし 神戸大学2 510443
11:03 317 箕浦 皓 みのうら  こう 京都大学3 レンタル

11:05 318 萱尾 澄人 かやお きよと 大阪大学3 507506
11:07 319 太田 知也 おおた ともや 京都大学4 506233
11:09 320 谷川 陸吏 たにがわ  りくり 大阪大学4 レンタル

11:11 321 笹部 龍仁 ささべ りゅうじん 京都大学3 レンタル

11:13 322 伊藤 良介 いとう りょうすけ 京都大学3 507411
11:15 323 川端 将也 かわばた  まさや 大阪大学2 510493
11:17 324 岩田 慈樹 いわた いつき 京都大学3 507520
11:19 325 丸山 ゆう まるやま  ゆう 京都大学4 506242
11:21 326 満田 壮晴 みつだ たけはる 大阪大学1 レンタル

11:23 327 豊田 俊哉 とよた しゅんや 神戸大学3 507593
11:25 328 岡本 哲史 おかもと  てつし 京都大学3 245605
11:27 329 枝澤 勇太 えださわ  ゆうた 京都大学3 レンタル

11:29 330 谷 遼太郎 たに りょうたろう 大阪大学2 510492
11:31 331 徳地 研人 とくち けんと 京都大学4 506120
11:33 332 篠原 幹博 しのはら  みきひろ 京都大学4 507511
11:35 333 濱崎 誠士 はまざき  せいじ 大阪大学4 504983
11:37 334 竹重 拓輝 たけしげ  ひろき 大阪大学3 507507
11:39 335 二俣 真 ふたまた  しん 京都大学2 510495
11:41 336 吉田 薪史 よしだ しんじ 大阪大学4 505107
11:43 337 片岡 佑太 かたおか  ゆうた 大阪大学4 505105
11:45 338 長井 翔太郎 ながい しょうたろう 京都大学2 510641
11:47 339 塚田 一希 つかだ かずき 京都大学2 レンタル

11:49 340 浴本 悠貴 えきもと  ゆうき 神戸大学2 510599
11:51 341 石田 倫啓 いしだ みちひろ 京都大学3 245712
11:53 342 金澤 晴樹 かなざわ  はるき 京都大学3 507414
11:55 343 小林 諒真 こばやし  りょうま 大阪大学2 510439
11:57 344 和佐田 祥太朗 わさだ しょうたろう 京都大学3 510487
11:59 345 豊永 雄郎 とよなが  たけろう 京都大学4 レンタル

12:01 346 金城 和志 きんじょう  かずし 大阪大学4 507459
12:03 347 平岡 丈 ひらおか  じょう 京都大学2 510640
12:05 348 青木 柚樹 あおき ゆずき 大阪大学2 510448
12:07 349 中谷 駿介 なかたに  しゅんすけ 神戸大学2 510442
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関西WE 27名
出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

11:08 401 森本 雛子 もりもと ひなこ 京都女子大学2 505003
11:10 402 石井 ゆみ いしい ゆみ 大阪大学1 レンタル

11:12 403 泉山 実和奈 いずみやま  みわな 神戸大学2 510551
11:14 404 林 里美 はやし さとみ 大阪大学1 レンタル

11:16 405 藤田 奈津美 ふじた なつみ 奈良女子大学3 510598
11:18 406 永山 尚佳 ながやま  なおか 神戸大学3 507477
11:20 407 山賀 千尋 やまが ちひろ 大阪大学3 510447
11:22 408 越智 純香 おち すみか 京都大学3 200690
11:24 409 澤木 彩 さわき あや 大阪大学1 レンタル

11:26 410 市野 夢衣 いちの ゆい 奈良女子大学3 510563
11:28 411 久米 明日香 くめ あすか 神戸大学2 510332
11:30 412 高橋 茉利奈 たかはし  まりな 大阪大学2 510490
11:32 413 林 咲友 はやし さゆ 神戸大学2 510441
11:34 414 駒崎 成美 こまざき  なるみ 神戸大学2 510496
11:36 415 小笠原 萌 おがさわら  もえ 奈良女子大学4 510553
11:38 416 山口 慈 やまぐち  あい 奈良女子大学3 233267
11:40 417 溝渕 賀子 みぞぶち  かこ 神戸大学2 510561
11:42 418 山根 萌加 やまね もえか 京都大学3 507413
11:44 419 小久保 茉優 こくぼ まゆ 立命館大学2 レンタル

11:46 420 松本 萌恵 まつもと  もえ 神戸大学2 510331
11:48 421 高野 澄佳 たかの すみか 大阪大学1 レンタル

11:50 422 林 潤美 はやし ひろみ 奈良女子大学4 233268
11:52 423 酒井 舞子 さかい まいこ 京都女子大学3 504997
11:54 424 重岡 慧実 しげおか  さとみ 京都大学2 510486
11:56 425 中井 愛実 なかい まなみ 奈良女子大学2 510562
11:58 426 上原 珠美 うえはら  たまみ 京都女子大学3 504999
12:00 427 佐藤 頌子 さとう しょうこ 大阪大学1 レンタル

MB 5名
出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

12:11 501 徳力 雅哉 とくりき まさや 立命館大学1 レンタル

12:13 502 高草 元 たかくさ  げん 大阪大学1 レンタル

12:15 503 池田 馨 いけだ かをる 神戸大学1 レンタル

12:17 504 山内 颯大 やまうち  そうた 立命館大学1 レンタル

12:19 505 菅 悠柾 かん ゆきまさ 大阪大学1 レンタル

WB (1/2) 14名
出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

12:04 601 上田 真結子 うえだ まゆこ 奈良女子大学1 228341
12:06 602 桟敷 優輝 さじき ゆうき 神戸松蔭女子学院大学 1 レンタル

12:08 603 坂本 真悠子 さかもと  まゆこ 奈良女子大学1 233266
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WB (2/2)
12:10 604 小田 明日香 おだ あすか 京都女子大学1 505004
12:12 605 吉田 瑞穂 よしだ みずほ 奈良女子大学1 228225
12:14 606 麻生 明里 あそう あかり レンタル

12:16 607 藤本 光 ふじもと  ひかり 奈良女子大学1 233265
12:18 608 大羽 育美 おおば いくみ 立命館大学1 レンタル

12:20 609 三浦 奈々 みうら なな 奈良女子大学1 228342
12:22 610 谷口 桃那 たにぐち  ももな 奈良女子大学1 233273
12:24 611 鈴木 優奈 すずき ゆうな 神戸大学2 レンタル

12:26 612 小橋 友里子 こばし ゆりこ 奈良女子大学1 228224
12:28 613 森江 菜々子 もりえ ななこ 京都女子大学2 505002
12:30 614 押川 比奈 おしかわ  ひな 奈良女子大学1 228223

OMS-1 33名
出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

12:40 1101 大林 俊彦 おおばやし  としひこ 大阪OLC 502619
12:41 1102 桃本 一輝 もももと  かずき 阪大OLC 504982
12:42 1103 桑山 倫博 くわやま  のりひろ 三河OLC/静稜会 79378
12:43 1104 山内 優太 やまうち  ゆうた 511175
12:44 1105 山本 哲也 やまもと  てつや カックマ 510595
12:45 1106 石川 智之 いしかわ  ともゆき ハーゲンダッツ 196074
12:46 1107 内藤 愉孝 ないとう  ゆたか 浜松OLC 401958
12:47 1108 前田 裕太 まえだ ゆうた 三河OLC 79449
12:48 1109 畝林 誠 うねばやし  まこと 金沢メタ坊～ず 238810
12:49 1110 稲島 一真 いなじま  かずま 金大olc 208454
12:50 1111 松下 睦生 まつした  むつき 京都OLC 114665
12:51 1112 築地 孝和 ちくち のりやす 朱雀OK/三河OLC 507581
12:52 1113 須藤 かおる すどう かおる 入間市OLC 401534
12:53 1114 井上 裕介 いのうえ  ゆうすけ 金澤あるへん 507738
12:54 1115 片山 裕典 かたやま  ひろのり OLP兵庫 レンタル

12:55 1116 浅野 智輝 あさの ともき 金大olc 231807
12:56 1117 堀田 遼 ほった りょう トータス /入間市OLC 210012
12:57 1118 稲岡 雄介 いなおか  ゆうすけ OLP兵庫 222932
12:58 1119 瀧下 真一 たきした  まこと 静陵会 249337
12:59 1120 宮嶋 哲矢 みやじま  てつや 京葉OLクラブ 205080
13:00 1121 前野 達也 まえの たつや OLCルーパー 220382
13:01 1122 牧島 滉平 まきしま  こうへい レンタル

13:02 1123 林 雅人 はやし まさと 三河OLC 220307
13:03 1124 石崎 建 いしざき  たける 金大olc 231685
13:04 1125 南河 駿 みなみかわ  しゅん OLCルーパー /GROK 208358
13:05 1126 南 吏玖 みなみ りきゅう 名大OLC/OLCルーパー 502490
13:06 1127 清水 有希 しみず ゆうき 金大olc 231784
13:07 1128 鹿野 勘次 しかの かんじ 岐阜OLC 510336
13:08 1129 是永 大地 これなが  だいち 大府市 208286
13:09 1130 栗栖 怜央 くりす れお 緑桜会 レンタル

13:10 1131 清水 慎太郎 きよみず  しんたろう レンタル

13:11 1132 菅谷 裕志 すがや ひろし OLCルーパー 238842
13:12 1133 福留 悠斗 ふくどめ  ゆうと 金大olc 231854
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OMS-2 32名
出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

12:40 1201 五十嵐 央人 いがらし  ひろと 金大olc 231681
12:41 1202 木村 陸人 きむら りくと 金大olc 231676
12:42 1203 井口 大雅 いぐち たいが レンタル

12:43 1204 前川 一彦 まえがわ  かずひこ 大阪OLC 507551
12:44 1205 永瀬 真一 ながせ しんいち KOLA 504995
12:45 1206 水野 弘章 みずの ひろあき 東海東京OLC 210011
12:46 1207 田中 宏明 たなか ひろあき 京都OLC 510355
12:47 1208 田代 雅之 たしろ まさゆき 静岡OLC 512388
12:48 1209 亀家 貴志 かめいえ  たかし KUJ3 240619
12:49 1210 高木 大誠 たかぎ たいせい 金大olc 232026
12:50 1211 中野 喬博 なかの たかひろ 208386
12:51 1212 糸賀 翔大 いとが しょうた 朱雀OK 199364
12:52 1213 幸原 朋広 こうはら  ともひろ みやこOLC レンタル

12:53 1214 伊藤 夏生 いとう なつお ES関東 レンタル

12:54 1215 田中 悠 たなか ゆう 丘の上/長野県協会 221829
12:55 1216 遠藤 匠真 えんどう  しょうま OLP兵庫 504985
12:56 1217 杉浦 弘太郎 すぎうら  こうたろう OLCルーパー 208404
12:57 1218 木下 正大 きのした  まさお レンタル

12:58 1219 竹内 孝 たけうち  たかし こうほうかい 114677
12:59 1220 濱﨑 大暉 はまさき  だいき 金大olc 231806
13:00 1221 橋本 裕志 はしもと  ひろし OLP兵庫 レンタル

13:01 1222 牧内 佑介 まきうち  ゆうすけ 結束バンド レンタル

13:02 1223 渡辺 鷹志 わたなべ  たかし 丘の上 502762
13:03 1224 実藤 俊太 じっとう しゅんた KOLA 502512
13:04 1225 谷川 友太 たにかわ  ゆうた 片塾 238946
13:05 1226 籔内 憲 やぶうち  けん 東海東京OLC 210010
13:06 1227 坂口 祐生 さかぐち  ゆうき 青波走行会 510334
13:07 1228 本間 晃 ほんま あきら 静岡OLC レンタル

13:08 1229 川畑 信章 かわばた  のぶあき 知多市 レンタル

13:09 1230 神谷 孫斗 かみや まごと 三河OLC 240230
13:10 1231 山本 明史 やまもと  あきふみ 京都OLC レンタル

13:11 1232 堀尾 健太郎 ほりお けんたろう OLCルーパー レンタル

OWS (1/2) 15名
出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

12:40 1301 多田 明加 ただ はるか 金大olc 231847
12:41 1302 片桐 麻那 かたぎり  まな 208353
12:42 1303 木下 佳子 きのした  けいこ レンタル

12:43 1304 谷川 理恵 たにかわ  りえ 238945
12:44 1305 谷垣 宣孝 たにがき  のぶたか OLP兵庫 210427
12:45 1306 河合 利幸 かわい としゆき OLCレオ レンタル

12:46 1307 稲田 旬哉 INADA JUNYA OLCふるはうす 512140
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OWS (2/2)
12:47 1308 中原 信一 なかはら  しんいち 大阪OLC レンタル

12:48 1309 長瀬 朋子 ながせ ともこ つるまいOLC 507590
12:49 1310 角岡 明 つのおか  あきら 三河OLC 240232
12:50 1311 藤井 菜実 ふじい なみ 三河OLC 208176
12:51 1312 山森 汐莉 やまもり  しおり 510596
12:52 1313 江田 黎子 えだ れいこ 緑桜会 195992
12:53 1314 前田 春正 まえだ はるまさ KOLA 488135
12:54 1315 岡本 ひなの おかもと  ひなの OLP兵庫 510554

OMB 3名
出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

12:56 1401 坂本 正憲 さかもと  まさのり みやこOLC レンタル

12:57 1402 佐藤 真悟 さとう しんご レンタル

12:58 1403 藤原 皓 ふじわら  ひかる 金大olc 509772

OWB 2名
出走時刻 No. 氏名 ふりがな 所属 Eカード

13:00 1501 坂本 彩子 さかもと  あやこ みやこOLC レンタル

13:01 1502 土師 容子 はじ ようこ 255491


