
時刻 氏名 所属 Eカード 時刻 氏名 所属 Eカード

10:30 棟方 隆司 名古屋大学2 238895 10:30 坂本 慧 新潟大学1 222820

10:31 山田 雄太 名古屋大学1 244545 10:31 清水 有希 金沢大学2 208352

10:32 澤入 圭司 静岡大学3 レンタル 10:32 福留 悠斗 金沢大学2 231685

10:33 鈴木 雄太 名古屋工業大学1 507385 10:33 山本 哲也 金沢大学3 231806

10:34 井上 祐人 名古屋大学2 239043 10:34 金田 蓮 新潟大学3 505204

10:35 林 雅人 名古屋大学4 220307 10:35 岩渕 悠太 新潟大学1 222821

10:36 南 吏玖 名古屋大学2 502490 10:36 稲島 一真 金沢大学2 208252

10:37 澤田 陸 名古屋大学3 231627 10:37 鈴木 皓紀 新潟大学2 223036

10:38 森田 邦夫 静岡大学1 レンタル 10:38 濱口 広 新潟大学2 222822

10:39 本田 明良 静岡大学2 505256 10:39 常見 圭汰 新潟大学3 505203

10:40 山本 智士 名古屋大学3 232002 10:40 外石 裕太郎 新潟大学3 502609

10:41 棚橋 一樹 名古屋大学2 502496 10:41 山下 政泰 新潟大学3 502607

10:42 京屋 陽介 名古屋大学1 507354 10:42 渡邊 寛希 金沢大学2 231847

10:43 前野 達也 名古屋大学4 220382 10:43 五十嵐 央人 金沢大学2 208136

10:44 生田 敦士 静岡大学1 レンタル 10:44 吉田 涼哉 金沢大学3 231841

10:45 中村 亮佑 名古屋大学1 507349 10:45 石崎 建 金沢大学2 208221

10:46 金津 怜央奈 名古屋大学3 231671 10:46 大澤 和弘 金沢大学1 208315

10:47 森下 晃成 静岡大学1 レンタル 10:47 渡邊 駿太 新潟大学3 502606

10:48 河原崎 光揮 静岡大学1 レンタル 10:48 池田 直人 新潟大学3 505206

10:49 八木 勇亮 名古屋大学2 502498 10:49 佐藤 太一 新潟大学2 236123

10:50 谷平 光一 名古屋大学2 238897 10:50 滝沢 壮太 新潟大学2 222880

10:51 山下 祐輝 静岡大学1 レンタル 10:51 二瓶 勢真 金沢大学3 231676

10:52 出口 智士 名古屋大学3 231869 10:52 長谷川 拓海 新潟大学2 222823

10:53 浅田 雄一 名古屋大学1 507351 10:53 青木 惇平 金沢工業大学4 レンタル

10:54 葉山 旺 名古屋大学3 231916 10:54 日吉 将大 金沢大学4 231681

10:55 岸田 航陽 名古屋大学1 507348 10:55 藤村 晋也 新潟大学1 222816

10:56 野澤 遼斗 静岡大学1 レンタル 10:56 長山 真也 金沢工業大学2 レンタル

10:57 飯田 晟樹 名古屋大学2 231844 10:57 丸山 幸太 新潟大学1 210396

10:58 住吉 将英 名古屋大学2 239000 10:58 長南 昌吾 新潟大学2 222824

10:59 伊村 公志 名古屋大学4 208354 10:59 本間 一祐貴 新潟大学1 222732

11:00 池田 旭 名古屋大学1 245060 11:00 鎌田 和希 新潟大学2 487854

11:01 伊藤 拓登 静岡大学2 505257 11:01 神谷 孫斗 金沢大学4 208317

11:02 茶谷 知哉 名古屋大学3 231849 11:02 石井 大成 新潟大学4 505209

11:03 稲垣 光希 名古屋大学1 244541 11:03 小松 宗一郎 新潟大学4 505208

11:04 杉浦 航 名古屋大学1 507381 11:04 本村 汰一郎 金沢大学4 231784

11:05 宮川 大輝 名古屋大学4 221772 11:05 近藤 光 金沢大学1 208321

11:06 瀧下 真一 静岡大学4 220287 11:06 勝木 友洋 新潟大学3 505205

11:07 岡村 和於 名古屋大学1 244547

11:08 田牧 将馬 名古屋大学2 239014

11:09 鈴木 康照 名古屋大学3 231828

11:10 柴 克樹 名古屋大学1 244535

11:11 矢田 祐喜 静岡大学1 レンタル

11:12 前川 泰吉 名古屋大学1 244539

11:13 西嶋 就平 名古屋大学4 220383

11:14 藤井 悠輝 名古屋大学1 507346
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11:15 粟生 啓介 名古屋大学1 507355 10:30 余語 文香 椙山女学園大学1 244531

11:16 松永 隼 名古屋大学1 244544 10:31 中神 智香 静岡大学1 220395

11:17 南雲 裕貴 名古屋大学3 231229 10:32 伊部 琴美 名古屋大学2 502491

11:18 三浦 一将 名古屋大学3 232061 10:33 伊藤 奈緒 静岡大学4 220394

11:19 杉浦 智樹 名古屋大学3 231662 10:34 鈴木 春音 名古屋大学1 507347

11:20 花川 賢人 名古屋大学4 220408 10:35 福地 あかり 椙山女学園大学2 239147

11:21 壁谷 汰知 名古屋大学1 507382 10:36 菊地 朝美 椙山女学園大学1 244533

11:22 竹内 公一 名古屋大学4 220310 10:37 山崎 璃果 椙山女学園大学1 245057

11:23 細川 風輝 静岡大学2 505345 10:38 青木 志薫 椙山女学園大学2 239008

11:24 桑山 典博 静岡大学3 220238 10:39 安藤 瑠乃 椙山女学園大学2 239003

11:25 高木 悠甫 静岡大学1 レンタル 10:40 河合 璃子 椙山女学園大学1 244532

11:26 小谷 淳史 名古屋大学4 220387 10:41 横山 結女 椙山女学園大学4 221538

11:27 細川 敦司 静岡大学1 レンタル 10:42 中野 真優 椙山女学園大学2 239146

11:28 加藤 翔伍 静岡大学2 231471 10:43 和波 明日香 椙山女学園大学2 239149

11:29 脇 慎一郎 名古屋大学3 231945 10:44 山森 麻未 椙山女学園大学4 221752

11:30 速水 駿 名古屋大学1 507352 10:45 柴山 奈穂 椙山女学園大学1 244543

11:31 森田 涼介 名古屋大学2 238898 10:46 久野 桃子 椙山女学園大学4 208512

11:32 石川 創也 名古屋大学2 502497 10:47 小野 花織 椙山女学園大学4 231918

11:33 青木 健悟 名古屋大学4 220407 10:48 児山 千都 椙山女学園大学2 239114

11:34 前田 貴仁 名古屋大学1 244534 10:49 林 彩楓 椙山女学園大学1 240588

11:35 渡辺 純平 静岡大学1 レンタル 10:50 土田 千聖 名古屋大学1 244546

11:36 加藤 宏明 名古屋大学4 220327 10:51 中村 沙耶 椙山女学園大学2 239115

11:37 片桐 悟 静岡大学3 220401 10:52 井箟 菜月 椙山女学園大学3 231755

11:38 安部 智晴 名古屋大学2 239002 10:53 刈谷 まりい 椙山女学園大学2 239005

11:39 岩垣 和也 名古屋大学3 231643 10:54 日置 智巳 椙山女学園大学2 239006

11:40 藤井 一樹 名古屋工業大学1 507384 10:55 大島 有貴 椙山女学園大学1 244530

11:41 大森 総司 名古屋大学2 239041 10:56 杉浦 凛 椙山女学園大学1 245056

11:42 相馬 健太 名古屋大学2 238896 10:57 河村 優花 名古屋大学3 231387

11:43 藤永 拓 静岡大学2 220396 10:58 太田 希美 椙山女学園大学4 221603

11:44 新家 康弘 名古屋大学1 245025 10:59 恒川 萌未 椙山女学園大学1 240507

11:45 水野 渉吾 静岡大学1 レンタル 11:00 五十嵐 羽奏 名古屋大学1 244542

11:46 森田 悠生 名古屋大学1 244536 11:01 須本 みずほ 椙山女学園大学1 245058

11:47 松村 祐輝 名古屋大学1 507353 11:02 明田 彩里 椙山女学園大学1 244528

11:48 脇田 晃秀 名古屋大学1 507350 11:03 植村 日向 椙山女学園大学1 244529

11:49 芦本 陸 名古屋大学3 231753 11:04 高橋 あゆみ 静岡大学1 レンタル

11:50 和田 佳丈 静岡大学1 レンタル 11:05 渡我部 ゆき 名古屋大学3 231864

11:51 宇佐美 明秀 静岡大学2 505347

11:52 天野 克則 名古屋大学2 239004

11:53 虎走 脩平 静岡大学3 505255 時刻 氏名 所属 Eカード

10:30 佐久間 文香 新潟大学4 505207

10:31 神戸 麻衣 新潟大学2 236124

10:32 河野 珠里亜 新潟大学2 236125

10:33 多田 明加 金沢大学1 208454

10:34 井村 唯 新潟大学2 488139

10:35 山森 汐莉 金沢大学4 231807

10:36 山内 美輝 新潟大学3 502608

10:37 渡辺 楓華 金沢大学1 231854

10:38 滝澤 伊織 新潟大学1 222818
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時刻 氏名 所属 Eカード 時刻 氏名 所属 Eカード
12:03 石田 尚大 岩手大学OLC 231711 12:03 齋藤 英之 川越OLC 210198
12:04 実藤 俊太 KOLA 502512 12:04 春日 直也 京葉OLクラブ レンタル
12:05 林 俊充 岩手県立大学 レンタル 12:05 鹿島 健人 NUOC 505210
12:06 松本 陸 岩手大学OLC 504987 12:06 稲田 優幸 ときわ走林会 211086
12:07 太田 知也 京大OLC 506233 12:07 菅谷 裕志 OLCルーパー 238842
12:08 石井 伸明 レンタル 12:08 宮崎 敦司 (無所属) 195995
12:09 大田 将司 一橋大学 221607 12:09 名雪 青葉 筑波大学 597378
12:10 宮本 樹 京葉OLクラブ 185352 12:10 片岡 勇仁 東海高校 184780
12:11 星野 蒼太 東海高校 184781 12:11 桒原 大雅 東海中学校 190185
12:12 福田 雅秀 川越OLC 190125 12:12 中村 浩之 レンタル
12:13 大石 征裕 東京農工大学 240603 12:13 松澤 俊行 浜松学院大学短期大学部 レンタル
12:14 板橋 侑樹 東京農工大学 240515 12:14 井上 裕介 金澤あるへん レンタル
12:15 早川 颯亮 東海高校 185049 12:15 岩味 桜祐 東海高校 183143
12:16 古池 将樹 京大OLC 506234 12:16 吉田 薪史 阪大OLC 505107
12:17 山本 明史 京大OLC 506242 12:17 谷野 文史 筑波大学 505190
12:18 伊藤 良介 京大OLC 507411 12:18 永瀬 真一 KOLA 504995
12:19 前中 脩人 練馬OLC 208295 12:19 松尾 怜治 宇都宮市 208555
12:20 中野 喬博 杏友会 208386 12:20 小田切 佑樹 福島大OLC 210422
12:21 熊澤 拓飛 東海高校 183152 12:21 早川 正真 東海中学校 190174
12:22 近藤 恭一郎 朱雀OK レンタル 12:22 須藤 かおる 入間市OLC 401534
12:23 池田 博 方向音痴会 502767 12:23 伊藤 祐 筑波大学 507371
12:24 藤原 考太郎 東海中学校 190175 12:24 大林 俊彦 大阪OLC 502619
12:25 茅野 耕治 ワンダラーズ 222931 12:25 飛松 淳一 OLCレオ レンタル
12:26 江野 弘太郎 慶應義塾大学 505266 12:26 中村 太亮 東海高校 184782
12:27 小野 裕登 東京農工大学 239518 12:27 角岡 明 三河OLC 198875
12:28 森 恒大 筑波大学 507380 12:28 黃 耀濱 YAOC レンタル
12:29 伊藤 環 東海中学校 198866 12:29 森清 星也 東海高校 183144
12:30 魚住 晋太朗 東海中学校 190188 12:30 田中 創 阪大OLC 222733
12:31 衣笠 舜登 京大OLC 240620 12:31 緒方 賢史 奈良市 レンタル
12:32 鈴木 沖一 東海中学校 198865 12:32 片田 裕太 レンタル
12:33 小髙 敦志 岩手大学OLC 245715 12:33 池田 匠 早大OC 502867
12:34 上島 浩平 KOLC 221880 12:34 川名 竣介 東京農工大学 240602
12:35 海老沢 正 入間市OLC 479632 12:35 桃本 一輝 阪大OLC 504982
12:36 奥尾 優理 茨大OLD 221792 12:36 栗栖 怜央 緑桜会 レンタル
12:37 田中 翔大 練馬OLC 208495 12:37 岩崎 壮馬 東海中学校 190186
12:38 寺本 裕哉 東海中学校 198868 12:38 長縄 知晃 静岡OLC 208458
12:39 堀田 遼 杏友会 210012 12:39 坂口 祐生 青波走行会 196114
12:40 髙水 陽介 OLCルーパー 180031 12:40 高橋 友徳 岩手医科大学 183069
12:41 森河 俊成 京大OLC 505317 12:41 山内 崇弘 OLCルーパー 196108
12:42 長井 健太 東京農工大学 114991 12:42 上田 公平 名古屋市 レンタル
12:43 築地 孝和 朱雀OK レンタル 12:43 押切 嶺於 東京農工大学 239517
12:44 岩井 龍之介 京大OLC 502509 12:44 尾崎 弘和 トータス 220441
12:45 石川 嵩琉 東海中学校 185052 12:45 大沢 良太 静大OLC OB レンタル
12:46 前田 典歩 筑波大学 507379 12:46 佐藤 宏賢 阪大OLC レンタル
12:47 畝林 誠 金沢メタ坊～ず 238810 12:47 大塚 校市 千葉OLK 501019
12:48 井口 良範 高崎OLC 505188 12:48 森 創之介 東海中学校 190187
12:49 荒井 正敏 多摩OL 198771 12:49 鹿野 勘次 岐阜OLC 500987
12:50 石山 良太 名古屋大学大学院2 196150 12:50 小牧 弘季 筑波大学 507377
12:51 種市 雅也 東大OLK 231191 12:51 杉本 光正 ES関東クラブ 223040
12:52 松下 睦生 京都OLC 114665 12:52 菅野 紘基 神戸大学OLK 232417
12:53 生田 真大 東海中学校 190162 12:53 髙橋 郁磨 岩手大学OLC 231693
12:54 粂 潤哉 入間市OLC 208314 12:54 丸山 ゆう 京大OLC レンタル
12:55 岡本 洸彰 東大OLK 221644 12:55 高橋 英人 東大olk 183070
12:56 稲森 剛 KOLC 502502 12:56 吉原 幸輝 阪大olc 222933
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時刻 氏名 所属 Eカード 時刻 氏名 所属 Eカード
12:03 佐藤 珠穂 サンスーシ 236054 12:03 松下 綾 京都OLC レンタル
12:04 北川 仁美 OLCふるはうす レンタル 12:04 小竹 佳穂 筑波大学 507376
12:05 勝山 佳恵 茨大OLD 221578 12:05 鵜飼 須彦 OLCルーパー 220416
12:06 石坪 夕奈 東京農工大学 189851 12:06 稲田 旬哉 OLCふるはうす レンタル
12:07 増澤 すず 筑波大学 507374 12:07 上島 乃英 つるまいOLC レンタル
12:08 出田 涼子 阪大OLC 502186 12:08 大類 亜美里 静岡OLC レンタル
12:09 小林 結菜 東大OLK 231192 12:09 北川 達也 OLCふるはうす レンタル
12:10 谷垣 宣孝 OLP兵庫 210427 12:10 佐久間 若菜 筑波大学 507375
12:11 直井 萌香 筑波大学 500986 12:11 杉本 真木 ES関東クラブ レンタル
12:12 佐藤 充晃 名古屋大学OB レンタル 12:12 緒方 美智 奈良市 レンタル
12:13 阪本 博 大阪OLC レンタル 12:13 宮本 和奏 筑波大学 185368
12:14 齋藤 まどか 川越OLC 210412 12:14 宮本 知江子 京葉OLクラブ 185348
12:15 河合 利幸 OLCレオ レンタル 12:15 大野　聡生 東海中学校 198869
12:16 八木 千尋 東京農工大学 239526
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