
 

          東大 OLK 夏場所 4 日目 スタートリスト 

 

Long ６８名 

名前 E カード E カード番号 所属 時刻 

海老原 稜大 レンタル  一橋大学 11:00 

瀬川 出 my E カード 208438 東大 OLK 11:01 

齋藤 佳大 レンタル  浦和高校 11:02 

成松 陽 レンタル  浦和高校 11:03 

古田陸太 レンタル  東大 OLK 11:04 

満山 怜音 レンタル  浦和高校 11:05 

和田康次郎 my E カード 221790 僕たちの原点 11:06 

新田見俊宣 my E カード 220215 杏友会 11:07 

佐藤颯人 レンタル  東大 OLK 11:08 

小林直登 my E カード 183064 桐朋 IK 11:09 

西田浩希 レンタル  桐朋 IK 11:10 

田中達樹 レンタル  桐朋 IK 11:11 

高橋 忠大 レンタル  浦和高校 11:12 

飯田泰史 レンタル  東大 OLK 11:13 

真下 宙樹 レンタル  浦和高校 11:14 

下鳥 翔平 レンタル  浦和高校 11:15 

大橋 陽樹 レンタル  東大 OLK 11:16 

久下 貴嗣 レンタル  浦和高校 11:17 

木島 佑輔 my E カード 196241  11:18 

田中 寛紀 レンタル  浦和高校 11:19 

猪股 正裕 レンタル  浦和高校 11:20 

川名竣介 my E カード 183114 東京農工大学 11:21 

新田見 優輝 レンタル  東大 OLK 11:22 

三枝大晃 my E カード 196669 KOLC 11:23 

武田 紗知 my E カード 180569 東京農工大学 11:24 

粂 潤哉 my E カード 208314 OLK 11:25 

前中 脩人 my E カード 208295 東大 OLK 11:26 

小森直人 レンタル  桐朋 IK 11:27 

後藤 將夫 my E カード   11:28 

原万尋 my E カード 185397 桐朋 IK 11:29 

三上 拓真 my E カード 221822 東大 OLK 11:30 

立花 和祈 my E カード 221919 実践女子 11:31 

佐藤隆 my E カード 196710 桐朋 IK 11:32 

久保田 宙志 レンタル  浦和高校 11:33 

松島 彩夏 my E カード 196247 立教 11:34 

熊倉 幸大 レンタル  浦和高校 11:35 



吉澤 秀郁 レンタル  浦和高校 11:36 

國分 英 レンタル  東大 OLK 11:37 

西下遼介 my E カード 196708 KOLC 11:38 

安江 将貴 レンタル  浦和高校 11:39 

横堀 聖人 my E カード 221825 東大 OLK 11:40 

須藤 祐介 レンタル  浦和高校 11:41 

加藤岬 my E カード 208486 東大 OLK 11:42 

伊藤 多朗 レンタル  浦和高校 11:43 

田村 太陽 レンタル  浦和高校 11:44 

網 優希 レンタル  浦和高校 11:45 

石神愛海 my E カード 196715 実践女子 11:46 

新山 雅人 my E カード 221755 東大 OLK 11:47 

小泉知貴 my E カード 221539 KOLC 11:48 

豊田伸平 my E カード 221926 東大 OLK 11:49 

種市 雅也 レンタル  東大 OLK 11:50 

烏野 祐作 レンタル  浦和高校 11:51 

中野 喬博 my E カード 208386 東大 OLK 11:52 

林奈々 my E カード 205054 KOLC 11:53 

今泉正喜 レンタル  ときわ走林会 11:54 

山口 雄太 my E カード 196717  11:55 

田中大貴 my E カード 196645 一橋大学 11:56 

藤原真吾 my E カード 196660 KOLC 11:57 

河本将毅 レンタル  浦和高校 11:58 

谷口文弥 my E カード 221760 東大 olk 11:59 

大東 祐汰 my E カード 208436 東大 OLK 12:00 

鈴木紀夫 レンタル  Club 阿闍梨 12:01 

斉田 圭吾 my E カード 208536 東大 OLK 12:02 

橋本 知明 my E カード 196648 東大 OLK 12:03 

木村 るび子 my E カード 221923 立教大学 12:04 

高見澤 翔一 レンタル  One Bridge Univ 12:05 

田中 翔大 my E カード 208495 東大 OLK 12:06 

田辺 洋一 レンタル  Club 阿闍梨 12:07 

 

 

 

 

 

 



Middle 14 名 

氏名 E カード E カード番号 所属 時間 

大林 俊彦 my E カード 173280 大阪ＯＬＣ 11:00 

小池裕香 my E カード 196671 KOLC 11:01 

中村諒 レンタル  桐朋 IK 11:02 

嵯峨 宏子 レンタル  Club 阿闍梨 11:03 

上妻紅音 my E カード 221809 KOLC 11:04 

茂原瑞基 my E カード 196661 KOLC 11:05 

清水俊祐 my E カード 196675 KOLC 11:06 

長江 有祐 my E カード  東大 OLK 11:07 

外山隼也 レンタル  桐朋 IK 11:08 

服部 早苗 レンタル  Club 阿闍梨 11:09 

美濃島利花 レンタル   11:10 

三田 裕子 レンタル   11:11 

佐藤 理佳 my E カード 221604 津田塾 11:12 

金澤彰太郎 my E カード 196659 KOLC 11:13 

 

Short ５名 

名前 E カード E カード番号 所属 時刻 

飯田 涼芳 レンタル  実践女子 11:15 

後藤 結 レンタル  東大 OLK 11:16 

一力直太朗 レンタル  桐朋 IK 11:17 

野村麻奈 my E カード 196670 KOLC 11:18 

小林 美咲 レンタル  東大 OLK 12:10 

 

※万が一不備がありましたら要項に記載の連絡先に連絡してください。 


