
出走時刻 名前 所属 SIAC番号 2本目 12:25 竹澤 嶺 浦和高校 8631001 しない
11:30 阿部 稜 Fuji.A.C. 8625420 する 12:26 岸 大輝 浦和高校 8631002 しない
11:31 土井 洋平 群馬県太田市 8628562 する 12:27 阿部 央幸 麻布学園OLK 8631003 する
11:32 和田 美千代 サンスーシ 8628563 しない 12:28 一力 直太郎 桐朋IK 8631004 しない

11:33 国沢 琉
筑波大附属高
校1年

8628566 する 12:29 真下 宙樹 浦和高校 8631005 しない

11:34 寺嶋 一樹 ES関東C 8628569 しない 12:30 安江 将貴 浦和高校 8631008 する
11:35 寺嶋 謙一郎 ES関東C 8628571 する 12:31 根上 侑己 桐朋IK 8631009 する
11:36 有泉 幸彦 新宿OLC 8628572 しない 12:32 山口 悠斗 浦和高校 8631010 しない
11:37 清野 幸 KOLC 8628573 する 12:33 金子 泰樹 桐朋IK 8631011 しない
11:38 清水 俊祐 KOLC 8628574 する 12:34 飯田 康幹 浦和高校 8631012 しない
11:39 中島 正治 丘の上 8628575 しない 12:35 河村 健二 横浜OLクラブ 8631013 しない
11:40 大澤 貴子 Team白樺 8628576 する 12:36 小林 二郎 入間市OLC 8631014 する
11:41 生田 崚 KOLC 8628578 する 12:37 佐藤 隆 桐朋IK 8631015 しない
11:42 根本 雅昭 東京OLクラブ 8628579 する 12:38 栗林 知輝 武相中学 8631016 しない
11:43 緒方 賢史 奈良市 8628581 しない 12:39 山口 誉主哉 麻布学園OLK 8631017 する

11:44 瀧澤 修人
一橋大学西講
義棟216教室

8628583 しない 12:40 吉澤 雄大 KOLC 8631018 する

11:45 明石 五郎 春日部OLC 8628584 しない 12:41 小池 英希 丘の上 8631019 しない
11:46 上村 太城 断髪 8628586 する 12:42 熊田 将 浦和高校 8631020 しない
11:47 山口 征矢 川口ＯＬＣ 8628587 しない 12:43 鶴田 陸斗 桐朋IK 8631021 しない
11:48 緒方 美智 奈良市 8628589 しない 12:44 高橋 厚 多摩ＯＬ 8631022 しない
11:49 山田 大雅 中央 8638288 する 12:45 坂本 和輝 麻布学園OLK 8631023 する
11:50 清古 光 麻布学園OLK 8628615 しない 12:46 町田 湧 武相中学 8631025 しない
11:51 森川 正己 京葉OLC 8630388 しない 12:47 福島 義治 多摩ＯＬ 8631026 する
11:52 堀田 遼 杏友会 8630389 しない 12:48 上島 浩平 KOLC 8631027 しない

11:53 三田 一英 Club阿闍梨 8630390 する 12:49 青芳 龍
アップルハウ

ス
8631029 する

11:54 網 優希 浦和高校 8630966 しない 12:50 須藤 かおる 入間市OLC 8631030 しない
11:55 今井 信親 ワンダラーズ 8630967 しない 12:51 植木 誠 浦和高校 8631031 しない
11:56 豊島 愛基 桐朋IK 8630968 する 12:52 渡辺 鷹志 KOLC 8631033 する
11:57 富山 廉 麻布学園OLK 8630970 する 12:53 小泉 知貴 KOLC 8631034 する
11:58 新田見 俊宣 練馬OLC 8630971 する 12:54 風穴 周 Club阿闍梨 8631038 しない
11:59 高橋 宏太郎 桐朋IK 8630972 しない 12:55 地﨑 匡哉 千葉大OLC 8631041 する
12:00 茂原 瑞基 KOLC 8630973 する 12:56 大田 雄哉 KOLC 8631042 する
12:01 迫田 勝太 桐朋IK 8630974 する 12:57 三宅 晟央 浦和高校 8631043 しない
12:02 下鳥 翔平 浦和高校 8630975 しない 12:58 園部 仁士 桐朋IK 8631044 しない
12:03 松島 彩夏 立教 8630976 しない 12:59 吉田 しのぶ 方向音痴会 8631046 しない
12:04 森田 次彦 Club阿闍梨 8630977 する 13:00 吉岩 駿祐 武相高校 8631047 しない
12:05 齋藤 佳大 浦和高校 8630978 する 13:01 原野 幸男 所沢ＯＬＣ 8631048 しない
12:06 岩尾 駿 浦和高校 8630979 しない 13:02 上妻 紅音 KOLC 8631050 する
12:07 神田 武瑛 桐朋IK 8630980 しない 13:03 小澤 翔 KOLC 8631051 する
12:08 大木 翔太郎 桐朋IK 8630981 する 13:04 金井 晴生 浦和高校 8631055 しない
12:09 宮川 早穂 現場OLC 8630983 しない 13:05 関野 賢二 YTC78 8631059 しない
12:10 渡部 司 麻布学園OLK 8630984 する 13:06 栗田 稜也 麻布学園OLK 8631062 する
12:11 齋藤 龍ノ介 浦和高校 8630985 しない 13:07 深田 恒 工学部4号館 8631063 しない
12:12 千葉 史子 杏友会 8630987 しない 13:08 奥村 尚史 桐朋IK 8631065 する
12:13 長尾 理生 桐朋IK 8630988 しない 13:09 高塚 智之 上尾OLクラブ 8632367 しない
12:14 鈴木 翔 浦和高校 8630989 しない 13:10 若松 甫 東工大OLT 8632368 する
12:15 大久保 宗典 出張OLK 8630990 しない 13:11 田村 太陽 浦和高校 8632369 しない
12:16 森 竜生 横浜OL 8630991 する 13:12 猪俣 祐貴 工学部3号館 8632370 する
12:17 神尾 友也 浦和高校 8630992 しない 13:13 世良 史佳 東大OLK 8632372 する
12:18 大木 孝 OLK30期 8630993 しない 13:14 大西 正倫 農学部3号館 8632374 しない
12:19 笠原 健司 ソニーＯＬＣ 8630994 する 13:15 栗本 開 工学部14号館 8632377 する
12:20 竹村 龍悟 麻布学園OLK 8630995 する 13:16 浅井 寛之 東大OLK 8632378 する
12:21 鈴木 瑠 桐朋IK 8630997 する 13:17 池ヶ谷悦朗 早大ＯＣ寿会 8632379 する

12:22 東 将央 京葉OLクラブ 8630998 する 13:18 増田 健也
教育学部棟(耐
震工事完了)

8632380 する

12:23 高津 寿三鈴 Club阿闍梨 8630999 する 13:19 香取 瑞穂 東大OLK 8632381 する
12:24 稲森 剛 KOLC 8631000 しない 13:20 海老原 稜大 一橋 8632383 しない

本郷スプリント　スタートリスト

Long



13:21 猪股 正裕 浦和高校 8632384 しない 14:18 田中 翔大 農学部1号館 8641267 する
13:22 松崎 崇志 横浜優勝/ 8632385 する 14:19 吉田 菜々子 都立戸山高校 8641268 する
13:23 中野 喬博 工学部2号館 8632388 する 14:20 瀬川 出 工学部1号館 8641269 する
13:24 植田 翔大 工学部14号館 8632389 しない 14:21 長谷川 将也 武相高校 8641270 しない
13:25 三科 圭史 工学部3号館 8632390 する 14:22 椎名 晃丈 駒場 8641271 する

13:26 小林 美咲 もんじ 8632391 しない 14:23 山口 雅裕
生命科学総合
研究棟B

8641272 しない

13:27 日比 浩喜
スプリント大
の苦手

8632392 しない 14:24 藤生 考志
東京ＯＬクラ

ブ
8640520 する

13:28 稲岡 雄介 8632393 する 14:25 折橋 旺 麻布学園OLK 8641274 する
13:29 山見 泰輝 麻布学園OLK 8632394 する 14:26 高梨 睦大 武相高校 8641275 しない
13:30 松尾 怜治 小島ホール 8638251 する 14:27 橋本 聖也 桐朋IK 8641276 しない
13:31 西下 遼介 KOLC 8638252 する 14:28 粂 潤哉 理学部1号館 8641277 する
13:32 金子 隼人 麻布学園OLK 8638254 する 14:29 榎 智弘 杏友会 8641278 しない
13:33 澤木 智哉 浦和高校 8638255 する 14:30 高橋 慧 麻布学園OLK 8641279 する

13:34 加藤 岬
先端科学技術
研究センター4

号館
8638256 する 14:31 鹿野 梨佳子 実践 8641280 しない

13:35 大東 祐汰 東大OLK 8638257 しない 14:32 川名 竣介 松山研修学院 8641281 する
13:36 広江 淳良 杏友会 8638259 する 14:33 大根田 諒 Fuji.A.C. 8641282 する
13:37 久保木 航 麻布学園OLK 8638260 する 14:34 山本 博司 ES関東クラブ 8641283 しない
13:38 和田 康二郎 KOLC 8638262 しない
13:39 横田 隆弥 浦和高校 8638263 しない
13:40 高見澤 翔一 一橋 8638264 する 出走時刻 名前 所属 SIAC番号 2本目
13:41 富田 暁 桐朋IK 8638266 しない 12:00 佐野 響 筑波大学 8628591 しない
13:42 橋本 浩一 武相顧問 8638269 しない
13:43 比企野 純一 東大OLK 8638270 する 13:30 下田 敦也 桐朋IK 8641284 しない
13:44 関谷 祐生 桐朋IK 8638271 しない 13:31 久米 慧 麻布学園OLK 8641285 しない
13:45 大橋 陽樹 弥生 8638272 する 13:32 細谷 崇文 桐朋IK 8641286 しない
13:46 小寺 智樹 麻布学園OLK 8638273 する 13:33 古内 唯人 麻布学園OLK 8641287 しない
13:47 東野 峻大 武相中学 8638274 しない 13:34 徳地 一真 麻布学園OLK 8641288 しない
13:48 伊東 博司 広島OLC 8638275 する 13:35 大槻 直央 桐朋IK 8641289 しない
13:49 仁志出 太一 桐朋IK 8638276 しない 13:36 高橋 裕貴 桐朋IK 8641290 しない
13:50 竹内 元哉 OLK37期 8638277 する 13:37 菅野 航 麻布学園OLK 8644961 しない
13:51 伊勢 悠一朗 浦和高校 8638279 しない 13:38 安井 麻布学園OLK 8644962 しない
13:52 福室 凛 麻布学園OLK 8638280 する 13:39 奈良 静磨 麻布学園OLK 8644964 しない
13:53 後藤 幸大 東大OLK 8638281 する 13:40 須田 雅大 麻布学園OLK 8644965 しない
13:54 田原 真綺 実践 8638282 しない 13:41 御子神 圭 桐朋IK 8644966 する
13:55 宮腰 敦 浦和高校 8638283 しない 13:42 谷村 康介 麻布学園OLK 8644967 しない
13:56 深野 広大 KOLC 8638284 する 13:43 渡邉 哲有 桐朋IK 8644968 しない
13:57 斉田 圭吾 法学部1号館 8638285 する 13:44 松尾 繁樹 8644969 しない
13:58 岡田 翔太 千葉大OLC 8638286 しない 13:45 藤原 颯人 桐朋IK 8644970 しない

13:59 贾 岳青
東京メトロ千
代田線根津駅

8638287 する 13:46 綱　淳壱郎 8644971 する

14:00 桃井 陽介 KOLC 8641273 する 13:47 岩佐 一大 千葉大OLC 8644972 する
14:01 池 陽平 京葉OLC 8638289 する 13:48 宮川 優斗 麻布学園OLK 8644973 しない
14:02 孫田 友仁 桐朋IK 8641251 しない 13:49 天野 雄貴 麻布学園OLK 8644974 しない
14:03 伊藤 悠真 桐朋IK 8641252 する 13:50 保坂 拡香 京葉olc 8644975 しない
14:04 大沼 翼 麻布学園OLK 8641253 する 13:51 本多 一成 千葉大OLC 8644976 する
14:05 根本 夏林 駒場 8641254 しない 13:52 中村 海斗 桐朋IK 8644977 しない
14:06 益田 大希 麻布学園OLK 8641255 する 13:53 望月 佳 麻布学園OLK 8644978 しない
14:07 佐々木 健 浦和高校 8641256 しない 13:54 小林 晴美 8644979 する
14:08 八木 涼太郎 麻布学園OLK 8641257 する 13:55 久田 修士 麻布学園OLK 8644980 しない

14:09 平山 遼太
生命科学総合
研究棟

8641258 する

14:10 鶴原 啓 東大OLK 8641259 する
14:11 上野 康平 東工大OLT 8641260 する 出走時刻 名前 所属 SIAC番号 2本目
14:12 橘 孝祐 KOLC 8641261 する 13:58 中地 未歩 KOLC 8664091 しない
14:13 森本 裕冴 桐朋IK 8641262 しない 13:59 老沼 志朗 ありません 8664092 する
14:14 八木 智寛 桐朋IK 8641263 する 14:00 櫻井 彩菜 KOLC 8664093 する
14:15 種市 雅也 東大OLK 8641264 する 14:00 金 多恩 KOLC 8664094 しない
14:16 井上 拓紀 桐朋IK 8641265 しない 14:00 小中 綾乃 KOLC 8664095 しない
14:17 青木 俊之 練馬OLC 8641266 しない 14:01 井上 千帆里 KOLC 8664096 しない

14:02 片山 保子 横浜OLC 8664097 しない

Middle

Short


