
11月21日（土）　ナイトスプリントスタートリスト

スタート時間 氏名 所属 SI No. 列1

19:00:00 林 里美 阪大OLC 7201097 レンタル
19:00:30 小林 諒真 阪大OLC 7203510 レンタル
19:01:00 早川 徹彦 欅会 7201017 レンタル
19:01:30 橋本 遼佑 神大OLK 7060579

19:02:00 五十嵐 央人  509774

19:02:30 君成田 智裕 じゃじゃじゃOC 7203583 レンタル
19:03:00 武田 信悟 北海OC 7203519 レンタル
19:03:30 松本 環  7009714 レンタル
19:04:00 岩佐 一大  7203990 レンタル
19:04:30 高津 寿三鈴 Club阿闍梨 7009741 レンタル
19:05:00 阿部 悠  7201076 レンタル
19:05:30 安齋 音哉 TUATOL 7203998 レンタル
19:06:00 土井 洋平 群馬県太田市 8664052

19:06:30 里見 穂  7009723 レンタル
19:07:00 神谷 孫斗 三河OLC 7203518 レンタル
19:07:30 得能 渉  7209504 レンタル
19:08:00 山崎 嘉津人  7203997

19:08:30 前川 一彦 大阪OLC 8640516

19:09:00 粟生 啓介 名大OLC 7203567 レンタル
19:09:30 住谷 遥夏  7344029 レンタル
19:10:00 田中 悠 丘の上/長野県協会 7201028 レンタル
19:10:30 植村 日向 椙山女学園大学 1395711 レンタル
19:11:00 阿部 朱莉  7344048 レンタル
19:11:30 若梅 節子 横浜OLクラブ 7009750 レンタル
19:12:00 木村 詠吉 東工大OLT 7203984 レンタル
19:12:30 八神 遥介 ときわ走林会 7208013

19:13:00 大六野 祐斗  7209626 レンタル
19:13:30 笠井 虹汰  7203974 レンタル
19:14:00 大西 正倫 練馬OLC 7209519 レンタル
19:14:30 川﨑 拓巳  7203615 レンタル
19:15:00 岡田 航太朗  8003954

19:15:30 村上 巧 横浜OLクラブ 7201016 レンタル
19:16:00 三浦 開登  7203544 レンタル
19:16:30 髙木 一人 北海OC 7201092 レンタル
19:17:00 種市 雅也 練馬OLC/杏友会 7201020 レンタル
19:17:30 畑中 志乃 岩手大学OLC 7009703 レンタル
19:18:00 野口 晃太郎 北海OC 7209505 レンタル
19:18:30 長野 那由多 東工大OLT 7203618 レンタル
19:19:00 竹重 拓輝 阪大OLC 7203582 レンタル
19:19:30 堂垂 悠人 北海OC 7203557 レンタル
19:20:00 高橋 洸太 東工大OLT 7209508 レンタル
19:20:30 用松 知樹  7203561 レンタル
19:21:00 大西 肇 北海OC 7205581 レンタル
19:21:30 西下 遼介 丘の上 7201021 レンタル
19:22:00 岡田 泰三 サン・スーシ 8631039

19:22:30 鈴木 悟 静岡OLC 7654311

19:23:00 杉本 舜  7203535 レンタル
19:23:30 佐藤 隆  7205574 レンタル
19:24:00 山崎 璃果 椙山女学園大学 7344045 レンタル
19:24:30 犬山 瑛斗 北海OC 7203541 レンタル
19:25:00 小林 直登 名大OLC 7209517 レンタル
19:25:30 伊地知 淳 ES関東クラブ 7203572 レンタル



19:26:00 宮岡 竜也  7203554 レンタル
19:26:30 若梅 友行 横浜OLクラブ 7202467

19:27:00 須本 みずほ 椙山女学園大学 7344044 レンタル
19:27:30 吉岡 皆那人  1395715 レンタル
19:28:00 谷口 瞬生 阪大OLC 7203509 レンタル
19:28:30 高野 澄佳 阪大OLC 7201095 レンタル
19:29:00 古殿 直也  7203532 レンタル
19:29:30 出田 涼子 OLP兵庫 1971003

19:30:00 土田 千聖 名大OLC 7009707 レンタル
19:30:30 藤井 悠輝 名大OLC 7205573 レンタル
19:31:00 森清 星也 岐阜OLC 7201083 レンタル
19:31:30 松橋 徳敏 つるまいOLC 1525202

19:32:00 桜井 剛 ES関東クラブ 2078585

19:32:30 増田 七彩 GROK 7344052 レンタル
19:33:00 大塚 彩加 北海OC 7009724 レンタル
19:33:30 萱尾 澄人 阪大OLC 7205577 レンタル
19:34:00 昆野 郁 多摩OL 7203985 レンタル
19:34:30 佐藤 頌子 阪大OLC 7344033 レンタル
19:35:00 小泉 知貴 入間市OLC 7201037 レンタル
19:35:30 住吉 将英 名大OLC 7203612 レンタル
19:36:00 桑原 大樹 ES関東C 8414067

19:36:30 西田 直人 動画班 7203563 レンタル
19:37:00 倉田 瞭一 東工大OLT 7203551 レンタル
19:37:30 森山 凌佑  7209514 レンタル
19:38:00 明田 彩里 椙山女学園大学 7009706 レンタル
19:38:30 小寺 義伸 東工大OLT 7203611 レンタル
19:39:00 大橋 陽樹 静岡OLC/GROK 7201058 レンタル
19:39:30 高橋 茉利奈 阪大OLC 7009701 レンタル
19:40:00 斎藤 康弘  7209610 レンタル
19:40:30 猪俣 祐貴 入間市OLC 7201050 レンタル
19:41:00 安達 利雄 アークスキーチーム 7209533 レンタル
19:41:30 伊藤 夏生 ES関東 7209540 レンタル
19:42:00 清水 俊祐 丘の上 / 入間市OLC 7201052 レンタル
19:42:30 片岡 佑太 阪大OLC/大阪OLC 7201002 レンタル
19:43:00 中野 航友  7203573 レンタル
19:43:30 伊藤 隼太郎 TUATOL 7203537 レンタル
19:44:00 川原 蒼 北海OC 7203521 レンタル
19:44:30 小田 隼士 TUATOL 7203977 レンタル
19:45:00 武石 瑞季 岩手大学OLC 7009716 レンタル
19:45:30 鈴木 遼賀 岩手大学OLC 7203545 レンタル
19:46:00 内藤 愉孝 浜松OLC 7203586 レンタル
19:46:30 中村 茉菜 ES関東C 7201079 レンタル
19:47:00 村上 淳哉 名大OLC 7209513 レンタル
19:47:30 近藤 花保 名大OLC 7201096 レンタル
19:48:00 本多 一成  7203568 レンタル
19:48:30 浴本 悠貴 神大OLK 7201088 レンタル
19:49:00 伊部 琴美 名大OLC 7201078 レンタル
19:49:30 山本 賀彦 OLP兵庫 8391115

19:50:00 櫻井 千尋 名大OLC 7203591 レンタル
19:50:30 田中 創 大阪OLC/OLCレオ 7201007 レンタル
19:51:00 荒川 悠人 TUATOL 7203978 レンタル
19:51:30 藤中 美波  7344051 レンタル
19:52:00 冨永 万由  7344047 レンタル
19:52:30 塚越 真悠子 OLCふるはうす 7009733 レンタル
19:53:00 櫻木 嵩斗 東工大OLT 7203534 レンタル
19:53:30 久米 慧  1395716 レンタル



19:54:00 栗山 ももこ 横浜市立大学 7344041 レンタル
19:54:30 豊澤 義文 すずかけOLC 7209516 レンタル
19:55:00 宮嶋 哲矢  7203601 レンタル
19:55:30 小林 亮太 岩手県立大学OLC 7203994 レンタル
19:56:00 若月 俊宏 YoungMoon 7209511 レンタル
19:56:30 高野 陽平 神大OLK/KOLA 7203983 レンタル
19:57:00 太田 伊代香 北海OC 7009729 レンタル
19:57:30 神戸 錬一郎  7137137

19:58:00 橘 孝祐 ES関東C 7201048 レンタル
19:58:30 金子 詩乃 ES関東C 7344036 レンタル
19:59:00 冨安 蓮 北海OC 7203527 レンタル
19:59:30 猪股 紗如  7009727 レンタル
20:00:00 倉地 草太 北海OC 7203609 レンタル
20:00:30 榎戸 麻衣  7344034 レンタル
20:01:00 秋山 美怜  7344049 レンタル
20:01:30 塚田 翔太 東工大OLT 7203973 レンタル
20:02:00 伊藤 和生 ES関東 7203505 レンタル
20:02:30 櫻井 一樹 東工大OLT 7203597 レンタル
20:03:00 原野 幸男 所沢OLC 7209596 レンタル
20:03:30 磯邉 岳晃  7203604 レンタル
20:04:00 清古 光 トータス/ゆるふわOLC 1395717 レンタル
20:04:30 坪居 大介 入間市OLC 7209522 レンタル
20:05:00 吉田 薪史 阪大OLC/大阪OLC 7203542 レンタル
20:05:30 宮本 樹 京葉OLクラブ 8015904

20:06:00 池田 匠 練馬OLC 8664055

20:06:30 嵯峨 駿佑 入間市OLC 7209615 レンタル
20:07:00 中野 海斗 神大OLK 7201090 レンタル
20:07:30 立松 空 入間市OLC 8517992

20:08:00 平山 遼太 京葉OLクラブ 7201042 レンタル
20:08:30 二瓶 勢真 Fの会 509776

20:09:00 寺嶋 謙一郎 ES関東C 8670004

20:09:30 森 竜生 横浜OLクラブ 7205585

20:10:00 加藤 以千弘 岡崎OL協会 7209555 レンタル
20:10:30 森 倭渡 北海OC 7209507 レンタル
20:11:00 西谷 彩奈  1395714 レンタル
20:11:30 長谷川 望 OLC東海 1405736 レンタル


