
夏場所千秋楽＠飯能美杉台

氏名 所属 Eカード番号 出走時刻 氏名 所属 Eカード番号

大林 俊彦 大阪OLC 502619 11:00 久保田 愛 早大OC 502610

入江 崇 ナビたび レンタル 11:01 仁科 蓮 桐朋IK レンタル

小林 尚暉 東大OLK 244661 11:02 藤中 美波 早大OC 502600

江野 弘太郎 KOLC 505266 11:03 田部 悠葵 桐朋IK レンタル

小野塚 康利 東大OLK レンタル 11:04 中川 和音 早大OC 222916

今泉 正喜 ときわ走林会 500907 11:05 長屋 清音 桐朋IK レンタル

仲長 航 東大OLK 250512 11:06 宮原 歩 東京農工大学 239625

田辺 洋一 Club阿闍梨 502858 11:07 榎戸 麻衣 早大OC 502611

石坪 夕奈 東京農工大学 189851 11:08 岡田 まり KOLC 507531

相馬 哲兵 東大OLK 251117 11:09 高橋 英幸 桐朋IK レンタル

前川 一彦 Team AQUA 507551 11:10 島田 朱莉 早大OC 222918

烏野 祐作 東大OLK 251009 11:11 久保 君子 練馬OLC 410412

橋本 浩一 武相 505344 11:12 山田 芽依 早大OC 222864

衣笠 匠斗 東大OLK 251010 11:13 高村 陽子 上尾OLクラブ 400770

清野 幸 KOLC 505263 11:14

佐藤 佑亮 東大OLK 251012 11:15

森田 夏水 早大OC 510358 11:16

宗安 慧悟 東大 レンタル 11:17

山浦 夏樹 早大OC 507426 11:18

小森 直人 東大OLK 251154 11:19

福島 義治 多摩OL レンタル 11:20

屋敷 龍吾 桐朋IK 233260 11:21

伊藤 元春
一日目セッター

長
244606 11:22

原 万尋 京大OLC 185397 11:23

大鶴 啓介 東大OLK 236021 11:24 奥村 将大 早大OC 223037

中田 成央 東京農工大学 239525 11:25 浅沼 英博 多摩OL レンタル

日比 浩喜 東大OLK 236049 11:26 服部 早苗 入間市OLC レンタル

友田 賢吾
多摩OL/ゆるふ

わOLC
レンタル 11:27 宮山 太一 武相 レンタル

柴田 日向 桐朋IK 233567 11:28 栗本 美緒 津田塾大学 236055

種市 雅也 東大OLK 231191 11:29 高橋 猛 ワンダラーズ 502618

上保 望 早大OC 222810 11:30 岡田 航太朗 早大OC 222811

金子 稜 東大OLK 244764 11:31 山崎 瑞穂 武相 レンタル

Long Short

Middle



新田見 俊宣 練馬OLC 220215 11:32 児玉 拓 多摩OL レンタル

高橋 利奈 早大OC 502196 11:33 溝渕 賀子 神大OLK レンタル

大東 祐汰 杏友会 208436 11:34 栁川 海 武相 レンタル

伊藤 悠真 桐朋IK 505000 11:35 駒崎 成美 神大OLK レンタル

片岡 茅悠 東大OLK 236159 11:36 杉山 桃菜 もんじ 250407

羽田 拓真 KOLC 195993 11:37 立松 空 早大OC 222789

西浦 裕 おーえるけぇ 244656 11:38 町田 湧 武相 レンタル

根本 雅昭 東京OLクラブ 76960 11:39 高橋 厚 多摩OL 233372

松嶋 亮弥 東大OLK 244659 11:40 前田 仁 武相 レンタル

塩野 遼介 桐朋IK 502763 11:41 澤田 直志 早大OC 222788

飯田 泰史 東大OLK 231446 11:42 大塚 校市 千葉OLK 501019

齋藤 佑樹
早大OC寿会/練

馬OLC
222752 11:43 栁下 慶太郎 武相 レンタル

西田 直人
アップルパイ食

べたい。
506118 11:44 高村 卓 上尾OLクラブ 198768

阿部 冬星 東大OLK 244763 11:45 清水 史 早大OC 502610

小田 隼士 東京農工大学 239524 11:46 山田 一善 多摩OL レンタル

茂原 瑞基 KOLC 233556 11:47 西田 成佑 杏友会 221931

佐藤 加奈 東大OLK 244711 11:48 梅田 将太 武相 レンタル

原野 幸男 所沢OLC 500884 11:49 木下 颯太 武相 レンタル

藤原 悠平
2日目せったー

ちょ
244653 11:50 入江 龍成 早大OC 222783

萱沼 優也 早大OC 501682 11:51 浦野 弘 入間市OLC 220409

高橋 裕貴 桐朋IK 505091 11:52 鈴木 紀夫 Club阿闍梨 レンタル

小泉 辰喜 東京OLクラブ 196185 11:53 岩田 優貴 桐朋IK レンタル

阿部 朱莉 早大OC 222783 11:54 網 優希 早大OC 222917

富岡 洸貴 東大OLK 244767 11:55 関野 賢二 YTC78 レンタル

小林 岳人 ES関東C 180816 11:56

阿部 悠 実践 244709 11:57

荒川 悠人 東京農工大学 239522 11:58

宮本 樹
京葉OLクラブ/

杏友会
185352 11:59


