
夏場所初日スタートリスト＠光が丘公園 

Long 

時刻 氏名 所属 E カード メニュー 

11:30 森田次彦 Club 阿闍梨 レンタル やらない 

11:31 和田美千代 サンスーシ レンタル やらない 

11:32 小林二郎 入間市 OLC 209683 両方やる 

11:33 池田 匠  レンタル 両方やる 

11:34 池田 博 方向音痴会 レンタル 両方やる 

11:35 見目憲秋 SodaiOC 222726 両方やる 

11:36 平山 遼太 京葉 OL クラブ 208281 両方やる 

11:37 中野 喬博 東大 OLK 208386 両方やる 

11:38 中丸 祝子 実践女子 208320 両方やる 

11:39 中野直生 筑波大学 500348 両方やる 

11:40 海老原 稜大 一橋大学 レンタル やらない 

11:41 網野 皓介  レンタル 両方やる 

11:42 和田康次郎 慶応義塾大学 221790 両方やる 

11:43 田中 大貴 一橋大学 196645 両方やる 

11:44 澤村健司 東京理科大 222778 両方やる 

11:45 立花 和祈 実践女子 221919 両方やる 

11:46 田濃邦彦 静岡 olc 412157 １のみやる 

11:47 澤口 弘樹 SODAIOC 222756 やらない 

11:48 鈴木 良広 OLK33rd 168956 両方やる 

11:49 佐藤隆 桐朋 IK 196710 １のみやる 

11:50 千葉 史子 杏友会 500458 １のみやる 

11:51 井島 知哉 東大 olk 221616 両方やる 

11:52 原野 幸男 所沢ＯＬＣ 171793 １のみやる 

11:53 村田茉奈美 
フェリス女学院

大学 
500351 両方やる 

11:54 前中 脩人 東大 OLK 208295 両方やる 

11:55 小林重信 ときわ走林会 レンタル ２のみやる 

11:56 石原 湧樹 東大 OLK レンタル 両方やる 

11:57 浜野奎 慶応義塾大学 221955 両方やる 

11:58 西名慧史 ときわ走林会 139816 １のみやる 

11:59 大東 祐汰 東大 OLK 208436 両方やる 

12:00 根岸 健仁 麻布 OLK 210117 １のみやる 

12:01 菅原衣織 東京農工大学 180830 やらない 



12:02 栗本 開 東京大学 196243 両方やる 

12:03 古根 将  レンタル 両方やる 

12:04 今泉正喜 ときわ走林会 レンタル 両方やる 

12:05 村井 智也 東大 OLK 221824 やる 

12:06 三枝大晃 慶応義塾大学 196708 両方やる 

12:07 小林大悟 筑波大学 500346 両方やる 

12:08 安間 海斗 東大 OLK レンタル 両方やる 

12:09 渋谷泰樹 ＴＲＲ レンタル 両方やる 

12:10 中村諒 桐朋 IK レンタル 両方やる 

12:11 衣川 浩輔 赤城山熊走 182495 両方やる 

12:12 小村 彩葵 実践女子 196713 両方やる 

12:13 深野広大 慶応義塾大学 228239 やらない 

12:14 折橋 旺 麻布 OLK 196118 両方やる 

12:15 谷口 文弥 東大 OLK 221760 両方やる 

12:16 大林 俊彦 大阪ＯＬＣ 173280 両方やる 

12:17 八神遥介 ときわ走林会 レンタル １のみやる 

12:18 粂 潤哉 OLK 208314 両方やる 

12:19 荻原 沙季 津田塾 レンタル １のみやる 

12:20 立川大輝 関東学院大学 221985 両方やる 

12:21 伊藤 多朗 浦和高校 レンタル やらない 

12:22 高見澤 翔一 
One Bridge 

Univ 
レンタル やらない 

12:23 橘孝祐 横浜国立大学 210037 両方やる 

12:24 石神 愛海 実践女子 196715 両方やる 

12:25 小林 雅季 東大 OLK 221699 １のみやる 

12:26 古根 春美   レンタル 両方やる 

12:27 渡辺鷹志 慶応義塾大学 196709 両方やる 

12:28 植田 翔大 東大 OLK 208561 両方やる 

12:29 西田 成佑 東大 OLK 221931 両方やる 

12:30 金子 隼人 麻布 OLK 196104 両方やる 

12:31 上島浩平 慶応義塾大学 221880 両方やる 

12:32 加藤 岬 東大 OLK 208486 両方やる 

12:33 木村 るび子 立教 221923 両方やる 

12:34 田中 寛紀 浦和高校 レンタル やらない 

12:35 山口 雅裕 東大 OLK 196707 両方やる 

12:36 早川徹彦 東京農工大学 180792 両方やる 



12:37 斉田 圭吾 東大 OLK 208536 両方やる 

12:38 岡本 隆之 ＯＬＰ兵庫 189850 両方やる 

12:39 竹内 元哉 東大 OLK 208156 両方やる 

12:40 増澤すず 筑波大学 500347 両方やる 

12:41 長井 健太  114991 両方やる 

12:42 新田見 優輝 東大 OLK レンタル 両方やる 

12:43 久保田皓貴 慶応義塾大学 147924 両方やる 

12:44 鈴木大喜 筑波大学 500444 両方やる 

12:45 横堀 聖人 東大 OLK 221825 両方やる 

12:46 高橋 忠大 浦和高校 レンタル やらない 

12:47 植木 誠 浦和高校 レンタル やらない 

12:48 後藤 和樹 一橋大学 レンタル やらない 

12:49 笠原健司 ソニーOLC 183071 １のみやる 

12:50 原万尋 桐朋 IK 185397 ２のみやる 

12:51 榎 智弘 一橋大学 196704 １のみやる 

12:52 吉澤 秀郁 浦和高校 レンタル やらない 

12:53 町井 稔 長野県協会 483414 ２のみやる 

12:54 明石五郎 春日部 OLC 198765 １のみやる 

12:55 殿垣 佳治 東大 OLK 221808 やる 

12:56 青木 俊之 練馬 OLC 410403 １のみやる 

12:57 藤生 考志 東京ＯＬクラブ 221707 ２のみやる 

12:58 小森直人 桐朋 IK レンタル １のみやる 

12:59 久下 貴嗣 浦和高校 レンタル やらない 

13:00 三科 圭史 東大 OLK 208506 ２のみやる 

13:01 小林直登 桐朋 Ik 183064 １のみやる 

13:02 久保田 宙志 浦和高校 レンタル やらない 

13:03 三田一英 Club 阿闍梨 レンタル ２のみやる 

13:04 須藤 祐介 浦和高校 レンタル やらない 

13:05 松崎崇志 京葉 OLC レンタル １のみやる 

13:06 高村 卓 上尾 OL クラブ 198768 やらない 

13:07 佐藤颯人 一橋 レンタル やらない 

13:08 熊倉 幸大 浦和高校 レンタル やらない 

13:09 小暮喜代志 ES 関東 C 161046 やらない 

13:10 安江 将貴 浦和高校 レンタル やらない 

13:11 西田浩希 桐朋 IK レンタル やらない 

13:12 渡辺円香 ES 関東 C 161049 やらない 



13:13 烏野 祐作 浦和高校 レンタル やらない 

13:14 小林 日向 東大 OLK 221933 やらない 

13:15 宮腰 敦 浦和高校 レンタル やらない 

13:16 網 優希 浦和高校 レンタル やらない 

13:17 井上拓紀 桐朋 IK レンタル やらない 

13:18 田村 太陽 浦和高校 レンタル やらない 

13:19 稲毛 日菜子 杏友会 169131 やらない 

13:20 成松 陽 浦和高校 レンタル やらない 

13:21 友田賢吾 桐朋 IK レンタル やらない 

13:22 太田 哲平 浦和高校 レンタル やらない 

13:23 井上拓紀 桐朋 IK レンタル やらない 

13:24 真下 宙樹 浦和高校 レンタル やらない 

13:25 小池 一輝 一橋 221608 やらない 

13:26 下鳥 翔平 浦和高校 レンタル やらない 

13:27 齋藤 佳大 浦和高校 レンタル やらない 

13:28 山川 順子 鳩の会 205367 やらない 

13:29 満山 怜音 浦和高校 レンタル やらない 

13:30 深田 恒 杏友会 173221 やらない 

          

     

10:30 土井洋平 群馬県太田市 レンタル やらない 

10:31 関野健二 YTC78 レンタル やらない 

     

 

＊１１時半以降にスタートの方で KOLA大会に参加されるなど、通常のスタートでは明ら

かに間に合わないという方は、対処しますのでご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Middle 

時刻 氏名 所属 E カード メニュー 

11:30 新田見康輝   レンタル やらない 

11:31 新田見俊宣 杏友会 220215 ２のみやる 

11:32 八木智寛 桐朋 IK レンタル やらない 

11:33 塚田 恵理 東大 olk レンタル やらない 

11:34 一力直太郎 桐朋 IK レンタル やらない 

11:35 鹿野 梨佳子 東大 olk レンタル やらない 

11:36 柴田日向 桐朋 IK レンタル やらない 

11:37 髙坂 州 東大 olk レンタル やらない 

11:38 中野渡康太朗 桐朋 IK レンタル やらない 

11:39 大木翔太郎 桐朋 IK レンタル やらない 

11:40 外山隼也 桐朋 IK レンタル やらない 

11:41 田原 真綺 東大 olk レンタル やらない 

11:42 山本克拓 桐朋 IK レンタル やらない 

11:43 潘晨姸 
フェリス女学院

大学 
196675 やらない 

11:44 長江 有祐 東大 OLK レンタル １のみやる 

11:45 奥村尚史 桐朋 IK レンタル やらない 

11:46 杉山智美 相模女子大学 204675 やらない 

11:47 吉野達也 桐朋 IK レンタル やらない 

 


