
2018/11/7 発行 

※ウェーブスタート制のため、参加者は 3 分間隔の 8 グループに振り分けられています。 

※カード番号が赤字の方はレンタル E カードのナンバーとなります。 

 

 

グループ名 氏名 所属 カード番号 出走時刻 グループ名 氏名 所属 カード番号 出走時刻

林 三才 HKOXCC 98877 外石 裕太郎 NUOC 505204

丸山 幸太 NUOC 222824 高見澤 翔一 トータス 231082

前田 悠作 OLC ルーパー 180525 到津 春樹 茨大 OLD 239641

杉山 隆司 サン・スーシ 225969 角田 貴大 丘の上 500349

和田 康次郎 トータス 221790 田中 基士 丘の上 210137

吉田 勉 みちの会 200687 川田 将太 丘の上 220712

伊藤 清 ワンダラーズ 198826 平山 遼太 京葉 OL クラブ 208281

大西 正倫 杏友会 196652 杉本 舜 阪大 OLC 502179

野沢 星雅 茨大 OLD 239640 下村 淳子 青葉会 226099

築地 孝和 朱雀 OK 208216 得能 渉 千葉大 OLC 240247

和波 明日香 椙山女学園大学 239149 浴 歩輝 東工大 OLT 507362

磯邉 岳晃 千葉大 OLC 240111 根本 夏林 東大 OLK 236048

国沢 琉 筑波大附属高等学校 500456 殿垣 佳治 東大OLK 221808

八木 千尋 東京農工大学 239526 三上 拓真 東大OLK 221822

高橋 洸太 東工大 OLT 507361 池ヶ谷 みのり 東大 OLK 244595

香取 瑞穂 東大 OLK 236152 島崎 誠也 東北大 OLC 228244

佐藤 遼平 東大 OLK 239527 谷口 惠祐 東北大 OLC 228188

種市 雅也 東大 OLK 231191 竹花 佳祐 東北大 OLC 240489

森川 周 東大 OLK 196644 布施谷 綺子 奈良女 OLC 228224

北見 匠 東北大 OLC 22845 久保田 優 入間市 OLC 231710

今野 陽一 東北大 OLC 240420 嵯峨 駿佑 入間市 OLC 225869

戸谷 みのり 奈良女 OLC 228223 渡辺 加与美 入間市 OLC 401448

佐東 一輝 鳩の会 240114 石川 創也 名大 OLC 502497

青木 健悟 名大 OLC 220407 伊部 琴美 名大 OLC 502491

増田 聡子 225885 齋藤 彰 225970

1子ヶ峰 19:00 2子ヶ峰 19:03

グループ名 氏名 所属 カード番号 出走時刻 グループ名 氏名 所属 カード番号 出走時刻

高津 寿三鈴 Club 阿闍梨 505192 杉本 光正 ES 関東 C 223040

桑原 大樹 ES関東 C 196244 中村 茉菜 ES 関東 C 222755

山本 賀彦 OLP 兵庫 483429 橘 孝祐 ES関東C 502503

弓削田 慎一 入間市OLC 231920 二俣 みな子 つくば Cocco 226207

宮本 樹 京葉OLクラブ 185352 加藤 岬 トータス 208486

入江 崇 サン・スーシ 208190 稲田 優幸 ときわ走林会 211086

奥尾 優理 茨大 OLD 221792 大東 祐汰 杏友会 208436

坂梨 敬哉 丘の上 221907 川﨑 翔 茨大 OLD 502617

清水 伸好 丘の上 225985 渡辺 鷹志 京大 OLC 502762

小澤 翔 丘の上 221798 田中 創 阪大 OLC 222733

小林 大悟 桐嶺会 220406 片岡 佑太 阪大 OLC 505105

遠藤 匠真 阪大 OLC 504985 森山 凌佑 千葉大 OLC 240250

仁多見 剛 上尾 OLC 483353 筆谷 敏正 早大 OC 寿会 225883

川島 聖也 神大 OLK 502182 丸山 由美子 長岡 OLC 226101

宮嶋 哲矢 千葉大 OLC 240249 稲邊 穂乃香 東京農工大学 239517

小寺 義伸 東工大 OLT 507365 藤本 翔太 東工大 OLT 507368

山川 登 東大 OLK 183075 出原 優一 東大 OLK 236127

薗部 駿太 東北大 OLC 235937 小林 尚暉 東大 OLK 244661

小林 祐子 東北大 OLC 236032 鳥居 洸太 東北大 OLC 228187

橋本 正毅 東北大学 189901 種澤 遼太郎 東北大 OLC 228171

小笠原 萌 奈良女 OLC 228225 田中 創士 方向音痴会 222010

清古 光 麻布学園 OLK 196118 山見 泰輝 麻布学園 OLK 196104

三浦 一将 名大 OLC 232061 住吉 将英 名大 OLC 239000

大森 総司 名大 OLC 239041 長岡 凌生 228345

河村 優花 名大 OLC 231387

3子ヶ峰 19:06
4子ヶ峰 19:09



 

 

 

グループ名 氏名 所属 カード番号 出走時刻 グループ名 氏名 所属 カード番号 出走時刻

東 裕明 Club 阿闍梨 208347 橋本 知明 ES 関東 C 196648

金田 蓮 NUOC 222880 桜井 剛 ES 関東 C 196643

堀尾 健太郎 OLC ルーパー 208178 鈴木 皓紀 NUOC 505210

菅谷 裕志 OLC ルーパー 238842 南河 駿 OLC ルーパー 208358

和佐田 祥太朗 京大 OLC 245603 田邉 拓也 横浜 OL クラブ 231338

石田 倫啓 京大 OLC 240618 中原 悠太 丘の上 225880

龍溪 優希 京大 OLC 210167 岩田 慈樹 京大 OLC 507520

岡本 将志 京葉 OL クラブ 232742 吉澤 雄大 京葉 OL クラブ 200531

竹内 佑輔 阪大 OLC 200753 吉原 幸輝 阪大 OLC 222933

伊藤 拓登 静大 OLC 505257 瀧下 真一 静大 OLC 220287

伊藤 祐 筑波大学 507371 友田 雅大 早大 OC 寿会 222763

小泉 辰喜 東京 OL クラブ 196185 鈴木 大喜 筑波大学 507377

板橋 侑樹 東京農工大学 240515 木村 佳司 長野県協会 208509

古殿 直也 東工大 OLT 507369 大石 征裕 東京農工大学 240603

松澤 京加 東大 OLK 244712 三浦 開登 東工大 OLT 507370

古屋 洸 東北大 OLC 228241 椎名 晃丈 東大 OLK 236023

小泉 知貴 入間市 OLC 221539 小林 美咲 東大 OLK 231090

白石 達也 入間市 OLC 239537 片岡 茅悠 東大 OLK 236159

榎 智弘 入間市 OLC 196704 星 歩夢 東北大 OLC 236026

清水 容子 入間市 OLC 239539 小泉 佳織 入間市 OLC 239538

服部 早苗 入間市 OLC 226102 塩平 真士 北大 OLC 208202

倉地 草太 北大 OLC 506391 清水 嘉人 北大 OLC 506392

木本 円花 北大 OLC 231840 谷平 光一 名大 OLC 238897

粟生 啓介 名大 OLC 507355 五味 あずさ 232737
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滝沢 壮太 NUOC 488139 山下 政泰 NUOC 505208

河野 珠里亜 NUOC 223036 大江 恒男 OLP 兵庫 148327

東 将央 京葉OLクラブ 200572 青芳 龍 ティエラ olc 228169

村上 巧 つばめ会 200579 八神 遥介 ときわ走林会 210388

徳増 宏基 つばめ会 200752 平方 遥子 鞍部同好会 225974

坪居 大介 つばめ会 208270 中野 喬博 杏友会 208386

藤村 陸 トータス 232838 松尾 怜治 宇都宮市 208555

田中 悠 丘の上 221829 石塚 脩之 横浜 OL クラブ 502601

久保田 皓貴 丘の上 225864 東條 秀祐 京大 OLC 200423

小橋 唯華 京女 OLC 505003 坂野 翔哉 京葉 OL クラブ 222759

伊藤 良介 京大 OLC 505317 稲毛 日菜子 京葉 OL クラブ 169131

寺垣内 航 京葉 OL クラブ 189724 河渡 智史 桐嶺会 225973

出田 涼子 阪大 OLC 502186 高野 陽平 神大 OLK 200757

戸上 直哉 三河 OLC 180893 中村 沙耶 椙山女学園大学 239115

蔵田 真彦 神奈川県川崎市 502859 伊藤 奈緒 静大 OLC 220394

中野 真優 椙山女学園大学 239146 伊地知 淳 千葉大 OLC 240110

谷野 文史 筑波大学 505190 有賀 裕亮 早大 OC 寿会 222751

川名 竣介 東京農工大学 240602 前田 典歩 筑波大学 507378

西浦 裕 東大 OLK 244656 長井 健太 東京農工大学 114991

石森 晃 東北大 OLC 235833 小池 剛大 東京農工大学 239523

村田 温基 東北大 OLC 240564 伊藤 元春 東大 OLK 244606

猪俣 祐貴 入間市 OLC 239398 小林 伸次 東北大 OLC 240417

野村 崚太 北大 OLC 506397 森 倭渡 北大 OLC 506499
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