
夏場所三日目スタートリスト

レーン１（long）
スタート時間 氏名 所属 Ecard番号クラス

11:00 久保田雄起 long
11:01 石野夏幹 げいおん！ 157883 long
11:02
11:03 室辰健一郎 東京農工大学 long
11:04 宇川裕亮 146678 long
11:05 伊東裕章 long
11:06 柴沼隼人 桐朋IK 147925 long
11:07 糸賀翔太 long
11:08 梅田匡 long
11:09 坂梨敬哉 桐朋IK 147923 long
11:10 黒田勇人 KOLC 158585 long
11:11 羽野嵩志 161315 long
11:12 岩田健太郎 long
11:13 福田雅秀 川越OLC 411454 long
11:14 神宮拓也 long
11:15 古川直樹 一橋 long
11:16 澤口弘樹 赤根初心者 147930 long
11:17 木村恒希 東京大学 long
11:18 芦沢咲子 KOLC 158587 long
11:19 井上瑞樹 青空の会 long
11:20 真保陽一 C藪爽走会 150109 long
11:21 田森宥好 ハッチ同好会 long
11:22 岩崎航 チーバくんを応援する会 161124 long
11:23 長友悠 long
11:24 山川登 桐朋IK 147933 long
11:25 岡本耀平 coming back soon 64051 long
11:26 古里亮太 鞍部ぴょんぴょん会 150106 long
11:27 濱宇津佑亮 麻布olk long
11:28 平木達也 ハッチ同好会 116313 long
11:29 岡村真之介 未来ガジェット研究所 147931 long
11:30 小室隆之 KOLC 63980 long
11:31 小石原暉 東京大学 150108 long
11:32 久保田晧貴 桐朋IK 147924 long
11:33 太田晶久 ハッチ同好会 116317 long
11:34 鈴木蒼 京大OLC 64080 long
11:35 山上大智 一橋オフィ 92716 long
11:36 新城大樹 京葉OLクラブ long
11:37 畑野哲明 早大OC 139765 long
11:38 池田純也 鞍部同好会 150110 long
11:39 山本淳史 ひまわり隠蔽会 150114 long
11:40 石輪健樹 東京大学 long
11:41 橋本浩一 410181 long



レーン２（middle,short）
スタート時間 氏名 所属 Ecard番号クラス

11:00 榎本梨乃 short
11:01 金場美也子 実践女子大学 short
11:02 堀山えり short
11:03 田村美香 short
11:04 山口遼子 short
11:05 川野真子 東京農工大学 short
11:06 本間安莉 ハッチ同好会 short
11:07 中嶋若菜 short
11:08 横山綾 short
11:09 大山巧 東京農工大学 short
11:10 磯田みつき HTT(=非リアティータイム) 157887 middle
11:11 渡辺登 駿大OLK48 middle
11:12 林俊太 middle
11:13 守屋好恵 しゃくなげ 157889 middle
11:14 富谷遼子 KOLC 114723 middle
11:15 増山友里子 157885 middle
11:16 稲毛日菜子 ハッチ同好会 middle
11:17 犬山諒洋 KOLC 161308 middle
11:18 山岸夏希 公文国際学園 middle
11:19 田島三郎 入間市LC 401738 middle
11:20 藤村陸 早大OC 140757 middle
11:21 増田美穂 150119 middle
11:22 清野和樹 駿大OLK48 middle
11:23 田中千晶 水系どうでしょう 150115 middle
11:24 大林俊彦 大阪OLC 140820 middle
11:25 櫻井晴佳 middle
11:26 小山達之 駿大OLK48 middle
11:27 今井信親 ワンダラーズ 479473 middle
11:28 千明瑞希 KOLC 161308 middle
11:29 川田将太 黒ネコ同盟 147932 middle
11:30 林梨花 しゃくなげ 150116 middle
11:31 太田一彩子 弐号機 middle
11:32 大塚校市 千葉OLK 483411 middle
11:33 藤原智晴 しゃくなげ middle
11:34 白田景子 駿大OLK48 middle
11:35 宮田理紗 さん☆ふらわー 150123 middle
11:36 弓削田慎一 駿大OLK48 middle
11:37 山岸史佳 middle
11:38 大河内恵美 KOLC 114723 middle
11:39
11:40 小栁優紀 鞍部同好会 150120 middle


