
No. チーム名 氏名 性別 Eカード 出身 No. チーム名 氏名 性別 Eカード 出身

1走 竹下 俊輔 男 筑波大学 1走 千葉 妙 女 226203 筑波大学OL愛好会

2走 浦瀬 香子 女 東大OLK 2走 奥山 有功 男 東北大学OLC

3走 浦瀬 太郎 男 東大OLK 3走 針谷 尚幸 男 東大OLK

1走 鈴木 彩心 女 189852 農工大OLC 1走 蔵田 真彦 男 38792 東工大OLT

2走 新坂 歩 女 農工大OLC 2走 二俣 みな子 女 筑波大学OL愛好会

3走 松下 未来 女 農工大OLC 3走 下村 淳子 女 東北大OLC

1走 田中 宏明 男 京大京女 1走 岡本 将志 男 早大ＯＣ

2走 小菅 一輝 男 京大京女 2走 千代澤 健右 男 早大ＯＣ

3走 内藤 一平 男 京大京女 3走 渡邉 彩子 女 早大ＯＣ

1走 松下 睦生 男 114665 京大京女 1走 佐藤 俊 男 早大ＯＣ

2走 安中 勇大 男 京大京女 2走 新見 哲也 男 早大ＯＣ

3走 長谷部 達也 男 76881 京大京女 3走 竹中 庸 男 早大ＯＣ

1走 篠原 岳夫 男 221789 筑波大学 1走 久保 貴大 男 200464 新潟大学OC

2走 篠原 夏子 女 図書館情報大学 2走 田仲 圭 男 新潟大学OC

3走 篠原 岳夫 男 221789 筑波大学 3走 更科 裕介 男 新潟大学OC

1走 佐藤 颯汰 男 新潟大学 1走 高橋 祐貴 男 新潟大学OC

2走 村田 祐貴 男 新潟大学 2走 新井 宏美 女 新潟大学OC

3走 山本 遼平 男 新潟大学 3走 立川 悠平 男 新潟大学OC

1走 清水 健司 男 新潟大学 1走 坪居 大介 男 東京工業大学OLT

2走 久須美 裕 男 新潟大学 2走 久保田 芳弘 男 東京工業大学OLT

3走 高橋 建輔 男 新潟大学 3走 鷹觜 和邦 男 東京工業大学OLT

1走 長谷川 将也 男 1走 奥田 健史 男 東京工業大学OLT

2走 𠮷岩 駿祐 男 2走 村上 巧 男 東京工業大学OLT

3走 高梨 睦大 男 3走 徳増 宏基 男 東京工業大学OLT

1走 松田 沙也加 女 岩手大学OLC 1走 保川 一歩 男 東京工業大学OLT

2走 多田 智美 女 501786 岩手大学OLC 2走 山本 剛史 男 東京工業大学OLT

3走 盛合 美誉 女 岩手大学OLC 3走 戸上 直哉 男 東京工業大学OLT

1走 大林 俊彦 男 502619 関西大学 1走 森清 星也 男 505371

2走 稲田 旬哉 男 大阪市立大学 2走 祖父江 有祐 男 505372

3走 谷垣 信孝 男 210427 大阪大学 3走 片岡 勇仁 男 2040105

1走 圓山 大貴 男 茨城大学OLD 1走 藤原 考太郎 男 2040106

2走 岡田 悠馬 男 210546 茨城大学OLD 2走 早川 正真 男 2040107

3走 井坂 太一 男 210996 茨城大学OLD 3走 森 創之介 男 2040108

1走 南家 弘章 男 210527 茨城大学OLD 1走 中村 晃 男 2040109

2走 佐藤 清吾 男 茨城大学OLD 2走 生田 真大 男 505369

3走 圓山 大貴 男 茨城大学OLD 3走 石川 嵩琉 男 505370

1走 近藤 準 男 茨城大学OLD 1走 後藤 俊介 男 千葉大OLC

2走 鍋谷 泰紀 男 茨城大学OLD 2走 山本 信彰 男 千葉大OLC

3走 西名 慧史 男 茨城大学OLD 3走 小見山 斉彰 男 千葉大OLC

1走 本間 実季 女 189940 東北大学 1走 山見 泰輝 男 196118

2走 高野 柾人 男 189898 東北大学 2走 金子 隼人 男 196104

3走 半沢 守 男 東北大学 3走 阿部 央幸 男 196119

1走 泉 修平 男 502604 北大OLC 1走 尾崎 弘和 男 220441 早稲田大学

2走 松本 佳也 男 北大OLC 2走 尾崎 弘和 男 220441

3走 布施野 頌子 女 福岡大学 3走 尾崎 弘和 男 220441

1走 江田 黎子 女 195992 阪大OLC 1走 森 竜生 男 198766 立教

2走 昆野 郁 男 北大OLC 2走 橋本 浩一 男 505344 立教

3走 横山 朋弘 男 北大OLC 3走 天野 仁 男 早稲田

1走 尾形 季彦 男 220520 岩手大学OLC 1走 国沢 琉 男 500456

2走 君成田 智裕 男 220414 岩手大学OLC 2走 国沢 五月 男

3走 髙久 匠 男 220519 岩手大学OLC 3走 国沢 琉 男 500456

1走 藤原 大樹 男 220521 岩手大学OLC 1走 福井 悠太 男 東大OLK

2走 原田 龍馬 男 東北大学OLC 2走 衣川 浩輔 男 505348 東大OLK

3走 宮西 優太郎 男 228184 東北大学OLC 3走 泰井 宙輝 男 108555 東大OLK

1走 石山 良太 男 196150 名古屋大学 1走 高野 由紀 女 2231617 早大OC

2走 近藤 康満 男 180888 名古屋大学 2走 小島 由幸 男 502866 埼玉大学

3走 菅谷 裕志 男 238842 名古屋大学 3走 新 隆徳 男 77024 早大OC

1走 瀬尾 峻汰 男 京大OLC

2走 実藤 俊太 男 502512 京大OLC

3走 竹内 孝 男 114677 京大OLC No. チーム名 氏名 性別 Eカード 出身

1走 寺垣内 航 男 189724 早大OC 1走 三井 由美 女 182166

2走 寺垣内 航 男 2走 村越 久子 女 483347 早大ＯＣ

3走 寺垣内 航 男 3走 植松 裕子 女 190157

1走 太田 夏美 女 千葉大OLC 1走 小林 岳人 男 180816 筑波大学

2走 寺岡 倫子 女 東大OLK 2走 小林 璃衣紗 女 401592

3走 山上 大智 男 173176 東大OLK 3走 小林 正子 女 221810 筑波大学

1走 上坂 昌生 男 北海道大学 1走 伊藤 拓己 男 千葉大OLC

2走 松澤 俊行 男 東北大学 2走 山川 順子 女 千葉大OLC

3走 入江 崇 男 東北大学 3走 佐東 一輝 男 千葉大OLC

1走 石塚 侑之 男 410073 東北大OLC 1走 大塚 校市 男 501019

2走 太田 貴大 男 東北大OLC 2走 鈴木 榮一 男 483407

3走 日下 雅弘 男 220412 東北大OLC 3走 鈴木 正夫 男 483383
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No. 氏名 性別 Eカード 出身

8001 角岡 明 男 198875 静岡大学OLC

8002 柄 晃裕 男 農工大OLC

8003 山本 博司 男 412158

8004 仁多見 剛 男 483353 東京工業大学

8005 福田 雅秀 男 190125

8006 小倉 秀一 男 114988

8007 石田 亘宏 男 401471

8008 佐藤 繁 男

8009 緒方 賢史 男

8010 保坂 拡香 女 210037 宮城学院女子大学

8011 針生 佳奈 女 196193 宮城学院女子大学

8012 橋本 八州馬 男

8013 鹿野 勘次 男 500987

8014 藤生 考志 男 221707 大阪大学

8015 渡辺 円香 女 500910 筑波大学

8016 小暮 喜代志 男 500909 筑波大学

8017 今泉 知也 男 早大OC

8018 大野 政男 男 240112

8019 加納 尚子 女 483354 京大京女OLC

8020 中島 克行 男

8021 田代 雅之 男 198842 横浜国大OLC

8022 前田 裕太 男 220543

8023 落合 公也 男 502570 名古屋大学

8024 新田見 俊宣 男 220215 東大OLK

8025 井口 良範 男

8026 瀬沼 健 男 電通大OL同好会

8027 小寺 実 男 KOLC

8028 高橋 和義 男 KOLC

8029 松島 真之 男 京大OLC

8030 八神 遥介 男 東北大OLC

8031 田濃 邦彦 男 502299 静大OLC

8032 木村 修 男 千葉大OLC

8033 加藤 哲平 男 東京工業大学OLT

8034 小松 和輝 男 新潟大学

8035 五味 あずさ 女 金沢大学OLC

8036 荒井 正敏 男 198771 法政大学

8037 玉木 圭介 男 大阪大学ＯＬＣ

8038 久米田 誉晃 男 502856 東北大OLC

8039 栗原 真季子 女 500459 日本女子大

8040 宮本 知江子 女 185348 筑波大学OL

8041 木村 耕平 男 83105

No. 氏名 性別 Eカード 出身

8050 山本 陽子 女 408454

8051 山本 賀彦 男 483429 千葉大OLC

8052 高橋 厚 男 233372

8053 石田 美代子 女 185212

8054 緒方 美智 女

8055 小幡 昭次 男 232453

8056 植木 国勝 男

8057 東野 峻大 男

8058 栗林 知輝 男

8059 町田 湧 男

8060 栁下 慶太郎 男

8061 武藤 拓王 男 筑波大学オリエンテーリング部

8062 今井 信親 男 198772

8063 今井 栄 女 500354

8064 落合 英那 女 502633

8065 小林 賢太朗 男 新潟大学

8066 横田 幸也 男 新潟大学OC

8067 清水 浩太 男 236126 新潟大学OC

8066 荻田 育徳 男 401591

8066 阿部 ちひろ 女

8066 菅俊之 男 丘の上
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