
100401801 宮﨑 幸辰(M1)                 ﾐﾔｻｷ ﾕｷﾄｷ                     東北大               男子  1801             

100401802 藤井 佳祐(4)                  ﾌｼﾞｲ ｹｲｽｹ                      東北大               男子  1802              

100401803 大衡 竜太(4)                  ｵｵﾋﾗ ﾘｭｳﾀ                      東北大               男子  1803              

100401804 白鳥 海知(3)                  ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾁ                       東北大               男子  1804              

100401805 堀越 涼(3)                    ﾎﾘｺｼ ﾘｮｳ                       東北大               男子  1805              

100401806 竹原 大(M2)                   ﾀｹﾊﾗ ﾏｻﾙ                      東北大               男子  1806             

100401807 岩波 発彦(3)                  ｲﾜﾅﾐ ﾀﾂﾋｺ                      東北大               男子  1807              

100401808 井戸端 佑樹(1)                ｲﾄﾞﾊﾞﾀ ﾕｳｷ                     東北大               男子  1808              

100401809 倉田 真樹(2)                  ｸﾗﾀ ﾏｻｷ                        東北大               男子  1809              

100401810 芦田 周平(1)                  ｱｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ                     東北大               男子  1810              

100401811 水戸部 慶彦(4)                ﾐﾄﾍﾞ ﾖｼﾋｺ                      東北大               男子  1811             

100401812 川口 航汰(3)                  ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾀ                      東北大               男子  1812              

100401813 佐藤 宏夢(3)                  ｻﾄｳ ﾋﾛﾑ                        東北大               男子  1813              

100401814 宇梶 和希(2)                  ｳｶｼﾞ ｶｽﾞｷ                      東北大               男子  1814              

100401815 高橋 慧伍(M2)                 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ                     東北大               男子  1815              

100401816 松田 将大(3)                  ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ                      東北大               男子  1816              

100401817 瀬木 悠(1)                    ｾｷﾞ ﾊﾙｶ                        東北大               男子  1817              

100401818 三浦 慧士(1)                  ﾐｳﾗ ｻﾄｼ                        東北大               男子  1818              

100401819 堀 拓磨(2)                    ﾎﾘ ﾀｸﾏ                         東北大               男子  1819              

100401820 南雲 信之介(6)                ﾅﾝｸﾓ ｼﾝﾉｽｹ                     東北大               男子  1820              

100401821 勝井 友樹(3)                  ｶﾂｲ ﾄﾓｷ                        東北大               男子  1821              

100401822 羽根田 佑真(2)                ﾊﾈﾀﾞ ﾕｳﾏ                       東北大               男子  1822              

100401823 工藤 翼(4)                    ｸﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ                      東北大               男子  1823              

100401824 鈴木 景(2)                    ｽｽﾞｷ ｹｲ                        東北大               男子  1824              

100401825 加地 拓弥(1)                  ｶｼﾞ ﾀｸﾔ                        東北大               男子  1825              

100401826 臼井 駿斗(1)                  ｳｽｲ ﾊﾔﾄ                        東北大               男子  1826              

100401827 草島 立太(3)                  ｸｻｼﾞﾏ ﾘｭｳﾀ                     東北大               男子  1827              

100401828 黒須 大地(1)                  ｸﾛｽ ﾀﾞｲﾁ                       東北大               男子  1828              

100401829 森 渉(4)                      ﾓﾘ ﾜﾀﾙ                         東北大               男子  1829              

100401830 寺島 智春(1)                  ﾃﾗｼﾏ ﾄﾓﾊﾙ                      東北大               男子  1830              

100401831 根谷 温(3)                    ﾈﾔ ｱﾂｼ                         東北大               男子  1831              

100401832 山下 一也(3)                  ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ                      東北大               男子  1832              

100401833 高橋 潤(1)                    ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ                      東北大               男子  1833              

100401834 高橋 昇之(3)                  ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾕｷ                      東北大               男子  1834              

100401835 藤井 大輝(3)                  ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｷ                      東北大               男子  1835              

100401836 赤星 栄治(1)                  ｱｶﾎｼ ｴｲｼﾞ                      東北大               男子  1836              

100401837 今泉 裕真(3)                  ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ                     東北大               男子  1837              

100401838 相澤 一樹(1)                  ｱｲｻﾞﾜ ｲﾂｷ                      東北大               男子  1838              

100401839 望月 文太(3)                  ﾓﾁｽﾞｷ ﾌﾞﾝﾀ                     東北大               男子  1839              

100401840 松岡 恭平(2)                  ﾏﾂｵｶ ｷｮｳﾍｲ                     東北大               男子  1840              

100401841 須郷 大地(1)                  ｽｺﾞｳ ﾀﾞｲﾁ                      東北大               男子  1841              

100401842 鈴木 輝彦(2)                  ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾋｺ                      東北大               男子  1842              



100401843 新出 悠介(2)                  ｼﾝﾃﾞ ﾕｳｽｹ                      東北大               男子  1843              

100401844 猿田 康陽(M2)                 ｻﾙﾀ ﾔｽﾊﾙ                      東北大               男子  1844              

100401845 古川 楓(3)                    ﾌﾙｶﾜ ｶｴﾃﾞ                      東北大               男子  1845              

100401846 佐藤 泰河(1)                   ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ                       東北大               男子  1846              

100401847 山田 将斗(2)                  ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾄ                      東北大               男子  1847              

100401848 川島 啓(1)                    ｶﾜｼﾏ ｹｲ                        東北大               男子  1848              

100401849 小林 丈士(1)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ                      東北大               男子  1849              

100401850 山田 球児(2)                   ﾔﾏﾀﾞ ｷｭｳｼﾞ                     東北大               男子  1850              

100401851 渡邉 俊(4)                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ                      東北大               男子  1851              

100401852 嶺岸 雄太(3)                   ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ                      東北大               男子  1852              

100401853 高須 秋(1)                     ﾀｶｽ ｼｭｳ                        東北大               男子  1853              

100401854 田口 開斗(1)                  ﾀｸﾞﾁ ｶｲﾄ                       東北大               男子  1854              

100401855 石井 晴輝(2)                  ｲｼｲ ﾊﾙｷ                        東北大               男子  1855              

100401856 渡辺 智輝(2)                  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ                      東北大               男子  1856              

100401857 谷口 尚大(1)                  ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ                     東北大               男子  1857              

100401858 角田 陽(2)                    ﾂﾉﾀﾞ ｱｷﾗ                       東北大               男子  1858              

100401859 鈴木 健大(1)                   ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ                       東北大               男子  1859              

100401860 佐藤 文哉(M1)                 ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ                       東北大               男子  1860              

100401861 瀬良 将太(3)                  ｾﾗ ｼｮｳﾀ                        東北大               男子  1861              

100401862 村松 兼志(1)                   ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝｼ                       東北大               男子  1862              

100401863 石井 悟司(1)                  ｲｼｲ ｻﾄｼ                        東北大               男子  1863              

100602301 田中 慎太郎(4)                ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ                      山形大               男子  2301              

100602302 高橋 大雅(1)                  ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾏｻ                      山形大               男子  2302              

100602303 湯本 祟太郎(1)                ﾕﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ                      山形大               男子  2303              

100602304 高橋 幸佑(4)                  ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ                      山形大               男子  2304              

100602305 淀野 輪河(M2)                 ﾖﾄﾞﾉ ﾜｯｶ                      山形大               男子  2305             

100602306 市川 広樹(3)                  ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｷ                       山形大               男子  2306              

100602307 早坂 亮汰(3)                  ﾊﾔｻｶ ﾘｮｳﾀ                      山形大               男子  2307              

100602308 増田 喬暁(2)                  ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｱｷ                      山形大               男子  2308              

100602309 山中 佑太(2)                  ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾀ                       山形大               男子  2309              

100602310 久保 匠平(1)                  ｸﾎﾞ ｼｮｳﾍｲ                      山形大               男子  2310              

100602311 太刀川 滉一(3)                ﾀﾁｶﾜ ｺｳｲﾁ                      山形大               男子  2311              

100602312 村上 裕之(1)                  ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ                      山形大               男子  2312              

100602313 三上 諒樹(5)                  ﾐｶﾐ ﾏｻｷ                        山形大               男子  2313              

100602314 松田 智宏(2)                  ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ                      山形大               男子  2314              

100602315 宗安 修(1)                    ﾑﾈﾔｽ ｼｭｳ                       山形大               男子  2315              

100602316 大房 春太郎(3)                ｵｵﾌｻ ｼｭﾝﾀﾛｳ                    山形大               男子  2316              

100602317 柏倉 康平(2)                  ｶｼﾜｸﾞﾗ ｺｳﾍｲ                    山形大               男子  2317              

100602318 三宅 大誠(1)                  ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ                       山形大               男子  2318              

100602319 増川 明岐(1)                  ﾏｽｶﾜ ﾄｼｷ                       山形大               男子  2319              

100602320 石山 太一(2)                  ｲｼﾔﾏ ﾀｲﾁ                       山形大               男子  2320              

100602321 鈴木 圭介(2)                  ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ                      山形大               男子  2321              



100602322 星 優介(3)                    ﾎｼ ﾕｳｽｹ                        山形大               男子  2322              

100602323 渡會 宜大(3)                  ﾜﾀﾗｲ ﾀｶﾋﾛ                      山形大               男子  2323               

100602324 佐藤 瑛史(1)                  ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ                       山形大               男子  2324              

100602325 広野 和平(4)                  ﾋﾛﾉ ﾜﾍｲ                        山形大               男子  2325              

100702101 浅澤 豊 (4)                  ｱｻｻﾞﾜ ﾕﾀｶ                      福島大               男子  2101              

100702102 荒井 孝彦(4)                  ｱﾗｲ ﾀｶﾋｺ                       福島大               男子  2102              

100702103 石澤 蒔大(4)                  ｲｼｻﾞﾜ ﾏｷｵ                      福島大               男子  2103              

100702104 須藤 俊亮(4)                  ｽﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ                     福島大               男子  2104              

100702105 高橋 裕仁(4)                  ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾋﾄ                      福島大               男子  2105              

100702106 豊澤 啓 (4)                  ﾄﾖｻﾜ ｹｲ                        福島大               男子  2106              

100702107 房田 匠実(4)                  ﾌｻﾀﾞ ﾀｸﾐ                       福島大               男子  2107              

100702108 三浦 征 (4)                  ﾐｳﾗ ｲｸﾙ                        福島大               男子  2108              

100702109 矢走 拓斗(4)                  ﾔﾊｼﾘ ﾀｸﾄ                       福島大               男子  2109              

100702110 安藤 圭祐(3)                  ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ                     福島大               男子  2110              

100702111 遠藤 風太(3)                  ｴﾝﾄﾞｳ ﾌｳﾀ                      福島大               男子  2111              

100702112 岸元 拓郎(3)                  ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾛｳ                      福島大               男子  2112             

100702113 坂本 光 (3)                  ｻｶﾓﾄ ﾋｶﾙ                       福島大               男子  2113              

100702114 中山 雄介(3)                  ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ                      福島大               男子  2114              

100702115 夏井 大介(3)                  ﾅﾂｲ ﾀﾞｲｽｹ                      福島大               男子  2115              

100702116 藤田 剛志(3)                  ﾌｼﾞﾀ ﾂﾖｼ                       福島大               男子  2116              

100702117 宮越 裕太(3)                  ﾐﾔｺｼ ﾕｳﾀ                       福島大               男子  2117              

100702118 安倍 翔 (2)                  ｱﾝﾊﾞｲ ｶｹﾙ                      福島大               男子  2118              

100702119 五十嵐 貴紀(2)                ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾘ                     福島大               男子  2119              

100702120 清水 航己(2)                  ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ                       福島大               男子  2120              

100702121 高橋 洋輝(2)                  ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ                       福島大               男子  2121              

100702122 樗澤 克海(2)                  ﾌﾞﾅｻﾞﾜ ｶﾂﾐ                     福島大               男子  2122              

100702123 三上 陽輝(2)                  ﾐｶﾐ ﾊﾙｷ                        福島大               男子  2123              

100702124 盛田 大地(2)                  ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ                       福島大               男子  2124              

100702125 浅野 優雅(1)                  ｱｻﾉ ﾕｳｶﾞ                       福島大               男子  2125              

100702126 梅津 裕義(1)                  ｳﾒﾂ ﾋﾛﾖｼ                       福島大               男子  2126              

100702127 浦  和也(1)                   ｳﾗ ｶｽﾞﾔ                        福島大               男子  2127              

100702128 佐藤 皇史郎(1)                ｻﾄｳ ｺｳｼﾛｳ                      福島大               男子  2128              

100702129 佐藤 裕杜(1)                  ｻﾄｳ ﾕｳﾄ                        福島大               男子  2129              

100702130 品田 大樹(1)                  ｼﾅﾀﾞ ﾋﾛｷ                       福島大               男子  2130              

100702131 下山 翔大(1)                  ｼﾓﾔﾏ ｼｮｳﾀ                      福島大               男子  2131              

100702132 能戸 泰行(1)                  ﾉﾄ ﾔｽﾕｷ                        福島大               男子  2132              

100800101 小林柊次郎(4)                  ｺﾊﾞﾔｼｼｭｳｼﾞﾛｳ                   茨城大               男子   101              

100800102 杢家弘樹(4)                    ﾓｯｶﾋﾛｷ                         茨城大               男子   102              

100800103 伊藤俊亮(3)                    ｲﾄｳｼｭﾝｽｹ                       茨城大               男子   103              

100800104 川原直之(3)                    ｶﾜﾊﾗﾅｵﾕｷ                       茨城大               男子   104              

100800105 木村優(3)                      ｷﾑﾗﾕｳ                          茨城大               男子   105              

100800106 齋藤海斗(3)                    ｻｲﾄｳｶｲﾄ                        茨城大               男子   106              



100800107 立林和歩(3)                    ﾀﾃﾊﾞﾔｼｶｽﾞﾎ                     茨城大               男子   107              

100800108 本吉広武(3)                    ﾓﾄﾖｼﾋﾛﾑ                        茨城大               男子   108              

100800109 石井渉太(1)                    ｲｼｲｼｮｳﾀ                        茨城大               男子   109              

100800110 豊田真教(1)                    ﾄﾖﾀﾞﾏｻﾀｶ                       茨城大               男子   110              

100800111 望月泰佑(1)                    ﾓﾁﾂﾞｷﾀｲｽｹ                      茨城大               男子   111              

100800112 大貫将人(3)                    ｵｵﾇｷﾏｻﾄ                        茨城大               男子   112              

100800113 澁谷惇徳(3)                    ｼﾌﾞﾔｱﾂﾉﾘ                       茨城大               男子   113              

100800114 木内祥太(3)                    ｷｳﾁｼｮｳﾀ                        茨城大               男子   114              

100800115 木内智也(3)                    ｷｳﾁﾄﾓﾔ                         茨城大               男子   115              

100800116 小沼祐希(2)                    ｵﾇﾏﾕｳｷ                         茨城大               男子   116              

100800117 小谷野陽平(2)                  ｺﾔﾉﾖｳﾍｲ                        茨城大               男子   117              

100800118 高田樹(1)                      ﾀｶﾀﾞﾀﾂｷ                        茨城大               男子   118             

100800119 小野隼太(4)                    ｵﾉｼｭﾝﾀ                         茨城大               男子   119             

100800120 樋口卓哉(4)                    ﾋｸﾞﾁﾀｸﾔ                        茨城大               男子   120             

100800121 半澤裕太(3)                    ﾊﾝｻﾞﾜﾕｳﾀ                       茨城大               男子   121             

100800122 伊藤裕紀(2)                    ｲﾄｳﾋﾛｷ                         茨城大               男子   122             

100800123 大内一真(2)                    ｵｵｳﾁｶｽﾞﾏ                       茨城大               男子   123             

100800124 齊藤鉄(2)                      ｻｲﾄｳﾃﾂ                         茨城大               男子   124             

100800125 田村元(2)                      ﾀﾑﾗｹﾞﾝ                         茨城大               男子   125            

100800126 中里純也(2)                    ﾅｶｻﾞﾄｼﾞｭﾝﾔ                     茨城大               男子   126             

100800127 中島康平(2)                    ﾅｶｼﾞﾏｺｳﾍｲ                      茨城大               男子   127              

100800128 中島佑介(2)                    ﾅｶｼﾞﾏﾕｳｽｹ                      茨城大               男子   128             

100800129 本田崚(2)                      ﾎﾝﾀﾞﾘｮｳ                        茨城大               男子   129             

100800130 小久井健将(1)                  ｺｸｲｹﾝｽｹ                        茨城大               男子   130             

100800131 小澤舜(1)                      ｺｻﾞﾜｼｭﾝ                        茨城大               男子   131             

100800132 坂根領斗(1)                    ｻｶﾈﾘｮｳﾄ                        茨城大               男子   132             

100800133 嶋崎拓海(1)                    ｼﾏｻﾞｷﾀｸﾐ                       茨城大               男子   133             

100800134 古川裕隆(1)                    ﾌﾙｶﾜﾋﾛﾀｶ                       茨城大               男子   134             

100800135 前川凜太郎（1）                ﾏｴｶﾜﾘﾝﾀﾛｳ                     茨城大               男子   135            

100800136 牧原大信(1)                    ﾏｷﾊﾗﾀﾞｲｼﾝ                      茨城大               男子   136             

100800137 荒井啓輔(M2)                   ｱﾗｲｹｲｽｹ                       茨城大               男子   137            

100800138 富岡泰資(4)                    ﾄﾐｵｶﾀｲｽｹ                       茨城大               男子   138             

100800139 川嶋康祐(3)                    ｶﾜｼﾏｺｳｽｹ                       茨城大               男子   139             

100800140 中浦凌馬(3)                    ﾅｶｳﾗﾘｮｳﾏ                       茨城大               男子   140             

100900201 小森 翔太(4)                  ｺﾓﾘ ｼｮｳﾀ                       宇都宮大             男子   201             

100900202 墨野倉 大也(4)                ｽﾐﾉｸﾗ ﾋﾛﾔ                      宇都宮大             男子   202             

100900203 牧野 有恭(4)                  ﾏｷﾉ ﾕｳｷｮｳ                      宇都宮大             男子   203             

100900204 深澤 瑛一(3)                  ﾌｶｻﾜ ｴｲｲﾁ                      宇都宮大             男子   204             

100900205 飯星 勇人(3)                  ｲｲﾎｼ ﾊﾔﾄ                       宇都宮大             男子   205             

100900206 鈴木 敦也(2)                  ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ                       宇都宮大             男子   206             

100900207 中畠 直哉(2)                  ﾅｶﾊﾀ ﾅｵﾔ                       宇都宮大             男子   207             

100900208 大塚 創(2)                    ｵｵﾂｶ ﾊｼﾞﾒ                      宇都宮大             男子   208             



100900209 土方 啓慎(2)                  ﾋｼﾞｶﾀ ﾋﾛﾉﾘ                     宇都宮大             男子   209             

100900210 道下 遼(2)                    ﾐﾁｼﾀ ﾘｮｳ                       宇都宮大             男子   210             

100900211 森 涼太(2)                    ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ                        宇都宮大             男子   211             

100900212 山口 智也(1)                  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ                      宇都宮大             男子   212             

100900213 高橋 周平(1)                  ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾍｲ                     宇都宮大             男子   213             

100900214 大坪 拓斗(1)                  ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｸﾄ                      宇都宮大             男子   214             

100900215 茂木 洋樹(1)                  ﾓｷﾞ ﾋﾛｷ                        宇都宮大             男子   215             

100900216 青山 光生(1)                  ｱｵﾔﾏ ﾐﾂｷ                       宇都宮大             男子   216             

100900217 坂本 凌(1)                    ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ                       宇都宮大             男子   217             

100900218 徳武 共史(2)                  ﾄｸﾀｹ ﾄﾓﾌﾐ                      宇都宮大             男子   218             

101000401 高岩 将太(M2)                 ﾀｶｲﾜ ｼｮｳﾀ                     群馬大               男子   401            

101000402 澤田 悠貴(M1)                 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｷ                      群馬大               男子   402            

101000403 笠見 幸大(4)                  ｶｻﾐ ﾕｷﾋﾛ                       群馬大               男子   403             

101000404 北爪 啓太(4)                  ｷﾀｽﾞﾒ ｹｲﾀ                      群馬大               男子   404             

101000405 鈴木 夢人(4)                  ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾄ                       群馬大               男子   405             

101000406 市毛 亮(3)                    ｲﾁｹﾞ ﾘｮｳ                       群馬大               男子   406             

101000407 須藤 健(3)                    ｽﾄｳ ｹﾝ                         群馬大               男子   407             

101000408 惣野 陽介(3)                  ｿｳﾉ ﾖｳｽｹ                       群馬大               男子   408              

101000409 宇佐美 大地(2)                ｳｻﾐ ﾀﾞｲﾁ                       群馬大               男子   409              

101000410 内藤 翔也(2)                  ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾔ                      群馬大               男子   410              

101000411 中村 亮太(2)                  ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ                      群馬大               男子   411              

101000412 根岸 蒼(2)                    ﾈｷﾞｼ ｱｵｲ                       群馬大               男子   412              

101000413 松尾 祐哉(1)                  ﾏﾂｵ ﾕｳﾔ                        群馬大               男子   413              

101000414 穐本 悠貴(4)                  ｱｷﾓﾄ ﾕｳｷ                       群馬大               男子   414              

101000415 阿部 壮真(4)                  ｱﾍﾞ ｿｳﾏ                        群馬大               男子   415              

101000416 久慈 清太朗(4)                ｸｼﾞ ｾｲﾀﾛｳ                      群馬大               男子   416              

101000417 清水 諒(4)                    ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ                       群馬大               男子   417              

101000418 加藤 博己(1)                  ｶﾄｳ ﾋﾛｷ                        群馬大               男子   418              

101000419 田村 友希(1)                  ﾀﾑﾗ ﾄﾓｷ                        群馬大               男子   419              

101000420 山根 丈幸(1)                  ﾔﾏﾈ ﾀｹﾕｷ                       群馬大               男子   420              

101000421 丸橋 祐希(4)                  ﾏﾙﾊﾞｼ ﾕｳｷ                      群馬大               男子   421              

101000422 波多野 光一(3)                ﾊﾀﾉ ｺｳｲﾁ                       群馬大               男子   422              

101000423 都丸 裕矢(2)                  ﾄﾏﾙ ﾕｳﾔ                        群馬大               男子   423              

101000424 佐藤 日彦(1)                  ｻﾄｳ ｱｷﾋｺ                       群馬大               男子   424              

101000425 清水 大夢(4)                  ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾑ                       群馬大               男子   425              

101000426 落合 健太(2)                  ｵﾁｱｲ ｹﾝﾀ                       群馬大               男子   426              

101001001 勝又 勇斗(3)                  ｶﾂﾏﾀ ﾊﾔﾄ                       高崎経大             男子  1001              

101001002 飯竹 晶弘(4)                  ｲｲﾀｹ ｱｷﾋﾛ                      高崎経大             男子  1002              

101001003 森 輝竜(4)                    ﾓﾘ ｷﾘｭｳ                        高崎経大             男子  1003              

101001004 川村 真寛(1)                  ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ                      高崎経大             男子  1004              

101001005 菊池 琢哉(3)                  ｷｸﾁ ﾀｸﾔ                        高崎経大             男子  1005              

101001006 杉山 正樹(4)                  ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻｷ                      高崎経大             男子  1006              



101001007 新井 政宏(4)                  ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾛ                       高崎経大             男子  1007              

101001008 石井 浩哉(2)                  ｲｼｲ ﾋﾛﾔ                        高崎経大             男子  1008              

101001009 及川 大樹(2)                  ｵｲｶﾜ ﾀﾞｲｷ                      高崎経大             男子  1009              

101001010 福田 大希(1)                  ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲｷ                      高崎経大             男子  1010              

101001011 中村 拓人(3)                  ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ                       高崎経大             男子  1011              

101001012 前田 峻佑(2)                  ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ                     高崎経大             男子  1012              

101001013 田中 力蔵(1)                  ﾀﾅｶ ﾘｷｿﾞｳ                      高崎経大             男子  1013              

101001014 田中 友裕(3)                  ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ                       高崎経大             男子  1014              

101001015 幸田 蓮(1)                    ｺｳﾀﾞ ﾚﾝ                        高崎経大             男子  1015              

101001016 桑原 敬吾(2)                  ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲｺﾞ                     高崎経大             男子  1016              

101001017 品田  和希(4)                  ｼﾅﾀﾞ ｶｽﾞｷ                      高崎経大             男子  1017              

101001018 木内  進司(4)                  ｷｳﾁ ｼﾝｼﾞ                       高崎経大             男子  1018              

101001019 杉山 周(3)                    ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｺﾄ                      高崎経大             男子  1019              

101001020 岡本 優毅(1)                  ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ                       高崎経大             男子  1020              

101001021 菊池 晃太(3)                  ｷｸﾁ ｺｳﾀ                        高崎経大             男子  1021              

101001022 大日方  友哉(3)               ｵﾋﾞﾅﾀ ﾄﾓﾔ                      高崎経大             男子  1022              

101001023 野崎 智希(3)                  ﾉｻﾞｷ ﾄﾓｷ                       高崎経大             男子  1023              

101001024 篠木  智也(3)                  ｼﾉｷﾞ ﾄﾓﾔ                       高崎経大             男子  1024              

101001025 辻 亮輔(3)                    ﾂｼﾞ ﾘｮｳｽｹ                      高崎経大             男子  1025              

101001026 小森 勇志(4)                  ｺﾓﾘ ﾕｳｼ                        高崎経大             男子  1026              

101001027 阿部 智幸(4)                  ｱﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ                       高崎経大             男子  1027              

101001028 菅野 悟史(4)                  ｶﾝﾉ ｻﾄｼ                        高崎経大             男子  1028              

101001029 湯川 友博(2)                  ﾕｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ                       高崎経大             男子  1029              

101001030 丸山 達広(2)                  ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ                      高崎経大             男子  1030              

101001031 石塚 一大(2)                  ｲｼﾂﾞｶ ｲｯﾀ                      高崎経大             男子  1031              

101001032 山中 龍徳(2)                  ﾔﾏﾅｶ ﾀﾂﾉﾘ                      高崎経大             男子  1032              

101001033 石澤 由祐(1)                  ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ                     高崎経大             男子  1033             

101001034 森 淳弘(1)                    ﾓﾘ ｱﾂﾋﾛ                        高崎経大             男子  1034              

101001035 伊藤 俊太(1)                  ｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ                       高崎経大             男子  1035              

101001036 木村  麟太郎(1)               ｷﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ                      高崎経大             男子  1036              

101001037 保科  毅欣(1)                  ﾎｼﾅ ﾀｶﾖｼ                       高崎経大             男子  1037              

101001038 浦崎 耕右(1)                  ｳﾗｻｷ ｺｳｽｹ                      高崎経大             男子  1038              

101001039 今村 新(4)                    ｲﾏﾑﾗ ｱﾗﾀ                       高崎経大             男子  1039              

101100501 斎藤 敦(M2)                   ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ                      埼玉大               男子   501             

101100502 今 裕太(M2)                   ｺﾝ ﾕｳﾀ                        埼玉大               男子   502            

101100503 岡井 稜(M2)                   ｵｶｲ ﾘｮｳ                       埼玉大               男子   503             

101100504 石塚 紳(M1)                   ｲｼﾂﾞｶ ｼﾝ                      埼玉大               男子   504        

101100505 服部 翼(M1)                   ﾊｯﾄﾘ ﾂﾊﾞｻ                     埼玉大               男子   505             

101100506 山田 幸輝(M1)                 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ                      埼玉大               男子   506            

101100507 小櫃 伸介(4)                  ｵﾋﾞﾂ ｼﾝｽｹ                      埼玉大               男子   507              

101100508 塚田 健太(4)                  ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ                       埼玉大               男子   508              

101100509 藤島 翼(4)                    ﾌｼﾞｼﾏ ﾂﾊﾞｻ                     埼玉大               男子   509             



101100510 小林 秀輔(4)                  ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｽｹ                    埼玉大               男子   510             

101100511 島崎 清弥(4)                  ｼﾏｻﾞｷ ｾｲﾔ                      埼玉大               男子   511            

101100512 矢口 幸平(4)                  ﾔｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ                      埼玉大               男子   512            

101100513 渡部 祐喜(4)                  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ                      埼玉大               男子   513           

101100514 小野寺 涼(4)                  ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳ                      埼玉大               男子   514              

101100515 工藤 海(4)                    ｸﾄﾞｳ ｶｲ                        埼玉大               男子   515              

101100516 斎藤 直岐(4)                  ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐﾁ                      埼玉大               男子   516              

101100517 白石 将也(4)                  ｼﾗｲｼ ﾏｻﾔ                       埼玉大               男子   517              

101100518 本間 颯(3)                    ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ                        埼玉大               男子   518            

101100519 久保田 友太郎(3)              ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾛｳ                     埼玉大               男子   519              

101100520 秋元 皓志(3)                  ｱｷﾓﾄ ｺｳｼ                       埼玉大               男子   520              

101100521 入部 航介(3)                  ｲﾙﾍﾞ ｺｳｽｹ                      埼玉大               男子   521              

101100522 長谷川 季樹(3)                ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｷ                      埼玉大               男子   522              

101100523 林田 祥志(3)                  ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ                    埼玉大               男子   523              

101100524 太細 裕斗(2)                  ﾀﾞｻｲ ﾕｳﾄ                       埼玉大               男子   524              

101100525 佐藤 凌(2)                    ｻﾄｳ ﾘｮｳ                        埼玉大               男子   525              

101100526 町田 勢芽(2)                  ﾏﾁﾀﾞ ｾｲｶﾞ                      埼玉大               男子   526              

101100527 野尻 達(1)                    ﾉｼﾞﾘ ﾄｵﾙ                       埼玉大               男子   527              

101100528 水元 大雅(1)                  ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｲｶﾞ                     埼玉大               男子   528              

101100529 盛合 一将(1)                  ﾓﾘｱｲ ｶｽﾞﾏｻ                     埼玉大               男子   529              

101100530 横倉 健児(1)                  ﾖｺｸﾗ ﾀｹﾙ                       埼玉大               男子   530             

101100531 筆脇 智宏(1)                  ﾌﾃﾞﾜｷ ﾄﾓﾋﾛ                     埼玉大               男子   531              

101100532 和知 悟志(1)                  ﾜﾁ ｻﾄｼ                         埼玉大               男子   532              

101100533 伊藤 優(1)                    ｲﾄｳ ﾕｳ                         埼玉大               男子   533              

101100534 大浦 巧(1)                    ｵｵｳﾗ ﾀｸﾐ                       埼玉大               男子   534              

101100535 小野 健一(1)                  ｵﾉ ｹﾝｲﾁ                        埼玉大               男子   535              

101100536 小見 和也(1)                  ｵﾐ ｶｽﾞﾔ                        埼玉大               男子   536              

101100537 鈴木 大翔(1)                  ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ                      埼玉大               男子   537              

101100538 林 伸幸(1)                    ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ                      埼玉大               男子   538            

101100539 森 泰雅(1)                    ﾓﾘ ﾀｲｶﾞ                        埼玉大               男子   539            

101100540 吉留 佑悟(1)                  ﾖｼﾄﾞﾒ ﾕｳｺﾞ                     埼玉大               男子   540            

101201101 田邉 大地(1)                  ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ                      千葉大               男子  1101            

101201102 小野 弘貴(1)                  ｵﾉ ﾋﾛﾀｶ                        千葉大               男子  1102            

101201103 木村 彰吾(1)                  ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ                      千葉大               男子  1103            

101201104 桑原 陸(2)                    ｸﾜﾊﾗ ﾘｸ                        千葉大               男子  1104            

101201105 芝原 健悟(2)                  ｼﾊﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ                     千葉大               男子  1105            

101201106 熱田 育(2)                    ｱﾂﾀ ｲｸ                         千葉大               男子  1106              

101201107 鈴木 翔大(3)                  ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ                    千葉大               男子  1107              

101201108 伊達 悠起(3)                  ﾀﾞﾃ ﾕｳｷ                        千葉大               男子  1108              

101201109 高橋 佑輔(3)                  ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ                      千葉大               男子  1109              

101201110 宮崎 直大(3)                  ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵﾋﾛ                     千葉大               男子  1110              

101201111 鎌田 晃輔(3)                  ｶﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ                      千葉大               男子  1111         



101201112 山田 純平(3)                  ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ                   千葉大               男子  1112         

101201113 野澤 仁史(4)                  ﾉｻﾞﾜ ﾋﾄｼ                       千葉大               男子  1113         

101201114 岩戸 隼哉(1)                  ｲﾜﾄ ｼｭﾝﾔ                       千葉大               男子  1114         

101201115 田邊 祐弥(1)                  ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ                       千葉大               男子  1115         

101201116 若杉 飛鳥(1)                  ﾜｶｽｷﾞ ｱｽｶ                      千葉大               男子  1116              

101201117 長嶋 寿樹(1)                  ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｷ                      千葉大               男子  1117              

101201118 小竹 涼介(2)                  ｼﾉ ﾘｮｳｽｹ                       千葉大               男子  1118              

101201119 河田 悠一(3)                  ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ                      千葉大               男子  1119       

101201120 池村 昂祐(3)                  ｲｹﾑﾗ ｺｳｽｹ                      千葉大               男子  1120             

101201121 田中 優哉(3)                  ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ                        千葉大               男子  1121             

101201122 尾﨑 康太(3)                  ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ                       千葉大               男子  1122             

101201123 清水 裕太(4)                  ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ                       千葉大               男子  1123             

101201124 浅利 拓(4)                    ｱｻﾘ ﾀｸ                         千葉大               男子  1124             

101201125 杉本 侑真(4)                  ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ                      千葉大               男子  1125             

101201126 加藤 駿(4)                    ｶﾄｳ ｼｭﾝ                        千葉大               男子  1126             

101201127 佐藤 智治(4)                  ｻﾄｳ ﾄﾓﾊﾙ                       千葉大               男子  1127             

101201128 林 瑛良(M1)                   ﾊﾔｼ ｱｷﾌﾐ                      千葉大               男子  1128            

101201129 佐藤 洲太(M1)                 ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ                      千葉大               男子  1129            

101201130 長谷部 智巳(M1)               ﾊｾﾍﾞ ｻﾄﾐ                      千葉大               男子  1130            

101201131 金子 元貴(M1)                 ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ                      千葉大               男子  1131            

101201132 井上 壮彌(M1)                 ｲﾉｳｴ ｿｳﾔ                      千葉大               男子  1132        

101201133 今江 勇人(2)                  ｲﾏｴ ﾕｳﾄ                        千葉大               男子  1133         

101201134 仲田 燎平(3)                  ﾅｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ                     千葉大               男子  1134         

101201135 豊田 大輔(3)                  ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ                     千葉大               男子  1135         

101201136 成松 琢磨(2)                  ﾅﾘﾏﾂ ﾀｸﾏ                       千葉大               男子  1136         

101201137 保崎 亮輔(3)                  ﾎｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ                     千葉大               男子  1137         

101201138 奥村 公登(3)                  ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾄ                       千葉大               男子  1138         

101201139 三塚 康ノ介(1)                 ﾐﾂｶ ｺｳﾉｽｹ                      千葉大               男子  1139             

101201140 寺嶋 大地(1)                  ﾃﾗｼﾏ ﾀﾞｲﾁ                      千葉大               男子  1140             

101201141 大川 柊弥(2)                  ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ                       千葉大               男子  1141             

101201142 佐藤 健斗(4)                  ｻﾄｳ ｹﾝﾄ                        千葉大               男子  1142             

101201143 石井 翔太(1)                  ｲｼｲ ｼｮｳﾀ                       千葉大               男子  1143             

101201144 香川 拓海(2)                  ｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ                       千葉大               男子  1144             

101201145 岡村 優太(1)                  ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾀ                       千葉大               男子  1145             

101201146 設楽 岳宏(1)                  ｼﾀﾗ ﾀｹﾋﾛ                       千葉大               男子  1146             

101201147 柴田 匡人(1)                  ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄ                       千葉大               男子  1147             

101201148 藤原 睦(2)                    ﾌｼﾞﾜﾗ ﾑﾂﾐ                      千葉大               男子  1148             

101201149 大隅 崚(2)                    ｵｵｽﾐ ﾘｮｳ                       千葉大               男子  1149             

101201150 深谷 亮(3)                    ﾌｶﾔ ﾘｮｳ                        千葉大               男子  1150           

101201151 藤本 悠大(1)                   ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ                      千葉大               男子  1151           

101201152 田口 碧(3)                    ﾀｸﾞﾁ ｱｵｲ                       千葉大               男子  1152           

101201153 松本 僚(4)                    ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ                       千葉大               男子  1153           



101201154 星野 大樹(2)                  ﾎｼﾉ ﾀｲｼﾞｭ                      千葉大               男子  1154           

101201155 河野 漢広(3)                  ｺｳﾉ ｸﾆﾋﾛ                       千葉大               男子  1155           

101201156 西中 優太(1)                  ﾆｼﾅｶ ﾕｳﾀ                       千葉大               男子  1156           

101201157 國分 佑太(6)                  ｺｸﾌﾞ ﾕｳﾀ                       千葉大               男子  1157           

101201158 古谷 勇人(1)                  ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ                        千葉大               男子  1158           

101201159 川島 一真(M1)                 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾏ                     千葉大               男子  1159            

101201160 吉田 渚月(2)                  ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｷ                       千葉大               女子  1160             

101300801 松下 凌也(3)                  ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳﾔ                      首都大               男子   801             

101300802 橋本 真志(1)                  ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ                      首都大               男子   802           

101300803 瀧本 宝生(2)                  ﾀｷﾓﾄ ﾎｳｾｲ                      首都大               男子   803           

101300804 安達 耀一郎(4)                ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｲﾁﾛｳ                    首都大               男子   804           

101300805 湯淺 雄介(2)                  ﾕｱｻ ﾕｳｽｹ                       首都大               男子   805           

101300806 中村 保喬(1)                  ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾀｶ                      首都大               男子   806             

101300807 武田 嵩史(M1)                 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ                     首都大               男子   807          

101300808 末元 雄介(M1)                  ｽｴﾓﾄ ﾕｳｽｹ                     首都大               男子   808          

101300809 小山 哲史(3)                  ｺﾔﾏ ﾃﾂｼ                        首都大               男子   809           

101300810 山岸 主暉(2)                  ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞｷ                     首都大               男子   810           

101300811 北野 駿侑(2)                  ｷﾀﾉ ｼｭﾝｽｹ                      首都大               男子   811           

101300812 四百目 拓磨(4)                ｼﾋｬｸﾒ ﾀｸﾏ                      首都大               男子   812           

101300813 相澤 崚(2)                    ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳ                      首都大               男子   813         

101300814 外池 康裕(4)                  ﾄﾉｲｹ ﾔｽﾋﾛ                      首都大               男子   814         

101300815 大瀧 衛(1)                    ｵｵﾀｷ ﾏﾓﾙ                       首都大               男子   815         

101300816 保坂 琢斗(4)                  ﾎｻｶ ﾀｸﾄ                        首都大               男子   816         

101300817 小濱 開(1)                    ｺﾊﾏ ｶｲ                         首都大               男子   817         

101300818 松本 卓馬(2)                  ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾏ                       首都大               男子   818         

101300819 松本 晃介(3)                  ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ                      首都大               男子   819         

101300820 中村 匠(4)                    ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ                       首都大               男子   820         

101300821 岡部 純(1)                    ｵｶﾍﾞ ｼﾞｭﾝ                      首都大               男子   821         

101300822 山田 晴斗(1)                  ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ                       首都大               男子   822         

101300823 湊 省吾(M1)                   ﾐﾅﾄ ｼｮｳｺﾞ                     首都大               男子   823        

101300824 高橋 巧(2)                    ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ                       首都大               男子   824         

101300825 増田 慶太郎(1)                ﾏｽﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ                     首都大               男子   825         

101300826 阪本 豊(2)                    ｻｶﾓﾄ ﾕﾀｶ                       首都大               男子   826         

101300827 川島 僚雄(3)                  ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾕｳ                     首都大               男子   827         

101300828 石川 将貴(3)                  ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ                       首都大               男子   828         

101300829 二平 章弘(3)                  ﾆﾍｲ ｱｷﾋﾛ                       首都大               男子   829           

101300830 山田 瑶(3)                    ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳ                        首都大               男子   830           

101300831 佐野 真哉(2)                  ｻﾉ ｼﾝﾔ                         首都大               男子   831           

101300832 林 康平(1)                    ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ                       首都大               男子   832           

101300833 見留 拓樹(1)                  ﾐﾄﾒ ﾋﾛｷ                        首都大               男子   833           

101300834 飯森 義志(1)                  ｲｲﾓﾘ ﾖｼﾕｷ                      首都大               男子   834           

101300835 野中 武(4)                    ﾉﾅｶ ﾀｹﾙ                        首都大               男子   835           



101300836 新堀 雄麻(1)                  ｼﾝﾎﾞﾘ ﾕｳﾏ                      首都大               男子   836           

101300837 千ヶ崎 聖斗(2)                ﾁｶﾞｻｷ ﾏｻﾄ                      首都大               男子   837           

101300838 西村 勇真(2)                  ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾏ                       首都大               男子   838           

101300839 大森 賢人(1)                  ｵｵﾓﾘ ｹﾝﾄ                       首都大               男子   839           

101300840 佐々木 太一(4)                ｻｻｷ ﾀｲﾁ                        首都大               男子   840           

101300841 鶴田 智之(3)                  ﾂﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ                       首都大               男子   841           

101300842 今井 諒(4)                    ｲﾏｲ ﾘｮｳ                        首都大               男子   842           

101300843 堀内 航也(2)                  ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾔ                       首都大               男子   843           

101300844 上甲 隼(3)                    ｼﾞｮｳｺｳ ﾊﾔﾄ                     首都大               男子   844           

101300845 吉田 陸人(2)                  ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾄ                       首都大               男子   845           

101301301 田中 宏樹(4)                  ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ                        電通大               男子  1301       

101301302 三浦 健太朗(4)                ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ                      電通大               男子  1302       

101301303 森山 史孝(4)                  ﾓﾘﾔﾏ ｼｺｳ                      電通大               男子  1303       

101301304 吉田 康二(4)                  ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ                      電通大               男子  1304       

101301305 岡部 僚太郎(4)                ｵｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ                    電通大               男子  1305       

101301306 伊藤 航平(3)                  ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ                       電通大               男子  1306       

101301307 荻野 隼(2)                    ｵｷﾞﾉ ｼﾞｭﾝ                      電通大               男子  1307       

101301308 髙島 良純(2)                  ﾀｶｼﾏ ﾖｼｽﾞﾐ                     電通大               男子  1308       

101301309 竹本 大志(2)                  ﾀｹﾓﾄ ﾀｲｼ                       電通大               男子  1309       

101301310 岡村 也寸志(4)                ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ                       電通大               男子  1310       

101301311 石村 建人(1)                  ｲｼﾑﾗ ｹﾝﾄ                       電通大               男子  1311       

101301312 佐々木 伸次(1)                ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ                       電通大               男子  1312       

101301313 今泉 良太(1)                  ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ                    電通大               男子  1313       

101301314 髙橋 亜稀(1)                  ﾀｶﾊｼ ｱｷ                        電通大               男子  1314       

101301315 茂木 新(1)                    ﾓﾃｷﾞ ｼﾝ                        電通大               男子  1315       

101301316 平井 卓実(1)                  ﾋﾗｲ ﾀｸﾐ                        電通大               男子  1316       

101301317 徳島 達也(4)                  ﾄｸｼﾏ ﾀﾂﾔ                       電通大               男子  1317       

101301318 福井 啓太(3)                  ﾌｸｲ ｹｲﾀ                        電通大               男子  1318       

101301319 佐藤 卓(3)                    ｻﾄｳ ｽｸﾞﾙ                       電通大               男子  1319       

101301320 松下 廉太郎(4)                ﾏﾂｼﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ                     電通大               男子  1320       

101301321 冨井 陸也(1)                  ﾄﾐｲ ﾘｸﾔ                        電通大               男子  1321       

101301322 松本 大河(1)                  ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｶﾞ                      電通大               男子  1322       

101301401 佐野 桂史(3)                  ｻﾉ ｹｲｼﾞ                        東外大               男子  1401       

101301402 佐藤 星至(3)                  ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ                       東外大               男子  1402       

101301403 小林 祐(3)                    ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ                       東外大               男子  1403       

101301404 内田 洋輔(3)                   ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｽｹ                      東外大               男子  1404       

101301405 桑原 雅弘(3)                  ｸﾜﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ                      東外大               男子  1405       

101301406 小林 練(3)                    ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ                       東外大               男子  1406       

101301407 真貝 将平(2)                   ｼﾝｶｲ ｼｮｳﾍｲ                     東外大               男子  1407       

101301408 渡邊 琳太(2)                  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾀ                      東外大               男子  1408       

101301409 中鉢 夏輝(2)                   ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾅﾂｷ                     東外大               男子  1409       

101301410 大森 隆暉(1)                   ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳｷ                      東外大               男子  1410       



101301411 松野下 凌(1)                  ﾏﾂﾉｼﾀ ﾘｮｳ                      東外大               男子  1411       

101301412 安達 竜吾(3)                  ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｺﾞ                     東外大               男子  1412       

101301413 水野 有稀(2)                   ﾐｽﾞﾉ ｱｷ                        東外大               男子  1413       

101301414 府馬 健太郎(1)                ﾌﾏ ｹﾝﾀﾛｳ                       東外大               男子  1414       

101301415 榎本 泰希(1)                   ｴﾉﾓﾄ ﾀｲｷ                       東外大               男子  1415       

101301416 鈴木 大斗(1)                   ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾄ                      東外大               男子  1416       

101301417 樋口 公太郎(1)                ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ                     東外大               男子  1417       

101301418 川崎 哲哉(4)                   ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾔ                       東外大               男子  1418       

101301419 各務 奨(1)                    ｶｶﾞﾐ ｼｮｳ                       東外大               男子  1419       

101301501 ムーアアレクサンダー 海(1)    ﾑｰｱｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ ｶｲ                 東学大               男子  1501       

101301502 齋藤 郁磨(4)                  ｻｲﾄｳ ｲｸﾏ                       東学大               男子  1502       

101301503 内田 智大(4)                  ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ                      東学大               男子  1503       

101301504 直井 貴哉(2)                  ﾅｵｲ ﾀｶﾔ                        東学大               男子  1504       

101301505 神戸 諒平(4)                  ｶﾝﾄﾞ ﾘｮｳﾍｲ                     東学大               男子  1505       

101301506 増田 健吾(2)                  ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｺﾞ                      東学大               男子  1506       

101301507 中野 紘史郎(2)                ﾅｶﾉ ｺｳｼﾛｳ                      東学大               男子  1507       

101301508 小嶋 遼世(4)                  ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳｾｲ                     東学大               男子  1508       

101301509 吉田 京平(2)                  ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ                     東学大               男子  1509       

101301510 杉山 雅俊(1)                  ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾄｼ                     東学大               男子  1510        

101301511 松田 陽介(4)                  ﾏﾂﾀﾞ ﾖｳｽｹ                      東学大               男子  1511        

101301512 中島 福尚(2)                  ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｸﾋｻ                     東学大               男子  1512        

101301513 山口 希望(3)                  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾑ                     東学大               男子  1513        

101301514 志摩 亮彦(4)                  ｼﾏ ｱｷﾋｺ                        東学大               男子  1514        

101301515 原田 雄太(3)                  ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ                       東学大               男子  1515        

101301516 入野 翔太(2)                  ｲﾘﾉ ｼｮｳﾀ                       東学大               男子  1516        

101301517 長野 朋宏(2)                  ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓﾋﾛ                      東学大               男子  1517        

101301518 望月 大暉(1)                  ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛｷ                      東学大               男子  1518        

101301519 前三盛 喬貴(2)                ﾏｴﾐﾂﾓﾘ ﾀｶｷ                     東学大               男子  1519        

101301520 佐々木 嵩(1)                  ｻｻｷ ﾀｶｼ                        東学大               男子  1520        

101301521 本橋 輝久(2)                  ﾓﾄﾊｼ ﾃﾙﾋｻ                      東学大               男子  1521        

101301522 高橋 直己(4)                  ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ                       東学大               男子  1522        

101301523 秋野 光哉(4)                  ｱｷﾉ ﾐﾂﾔ                        東学大               男子  1523        

101301524 上田 俊希(1)                  ｳｴﾀﾞ ﾄｼｷ                       東学大               男子  1524        

101301525 宮坂 駿吾(1)                  ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ                     東学大               男子  1525        

101301526 小坪 聖人(1)                  ｺﾂﾎﾞ ﾏｻﾄ                       東学大               男子  1526        

101301527 水嶋 悠太(4)                  ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳﾀ                      東学大               男子  1527        

101301528 加賀見 一輝(4)                ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ                       東学大               男子  1528        

101301529 荒谷 亘彦(M1)                 ｱﾗﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋｺ                    東学大               男子  1529       

101301530 菅沼 舜(3)                    ｽｶﾞﾇﾏ ｼｭﾝ                      東学大               男子  1530        

101301531 内川 佳祐(4)                  ｳﾁｶﾜ ｹｲｽｹ                      東学大               男子  1531        

101301532 横山 巧機(D3)                 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｷ                       東学大               男子  1532        

101301533 宮入 紳豪(4)                  ﾐﾔｲﾘ ｼﾝｺﾞ                      東学大               男子  1533        



101301534 栗本 恭宏(2)                  ｸﾘﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ                      東学大               男子  1534        

101301535 齋藤 真(1)                    ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ                       東学大               男子  1535        

101301536 北脇 恭介(2)                  ｷﾀﾜｷ ｷｮｳｽｹ                     東学大               男子  1536        

101301537 桶川 雅毅(2)                  ｵｹｶﾜ ﾏｻｷ                       東学大               男子  1537        

101301538 前川 紘佑(2)                  ﾏｴｶﾞﾜ ｺｳｽｹ                     東学大               男子  1538        

101301539 久保 敬寛(4)                  ｸﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ                       東学大               男子  1539        

101301540 富田 巧哉(4)                  ﾄﾐﾀ ﾀｸﾔ                        東学大               男子  1540        

101301541 山谷 和大(4)                  ﾔﾏﾔ ｶｽﾞｷ                       東学大               男子  1541        

101301542 吉沢 智貴(1)                  ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ                      東学大               男子  1542        

101301543 古川 剛正(2)                  ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾏｻ                      東学大               男子  1543        

101301544 竹澤 陸(1)                    ﾀｹｻﾞﾜ ﾘｸ                       東学大               男子  1544        

101301545 滝口 康成(1)                  ﾀｷｸﾞﾁ ｺｳｾｲ                     東学大               男子  1545        

101301546 野際 拓朗(3)                  ﾉｷﾞﾜ ﾀｸﾛｳ                      東学大               男子  1546        

101301547 長谷川 寛(4)                  ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ                       東学大               男子  1547        

101301548 狩野 遼太郎(1)                ｶﾉｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ                     東学大               男子  1548        

101301549 太田 健斗(1)                  ｵｵﾀ ｹﾝﾄ                        東学大               男子  1549        

101301550 臼井 海人(2)                  ｳｽｲ ｶｲﾄ                        東学大               男子  1550        

101301551 内田 将太(1)                  ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ                      東学大               男子  1551        

101301552 中山 広洋(2)                  ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾖｳ                      東学大               男子  1552        

101301553 高橋 雄哉(2)                  ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ                       東学大               男子  1553        

101301554 長田 直樹(3)                  ｵｻﾀﾞ ﾅｵｷ                       東学大               男子  1554        

101301555 氣田 朋樹(4)                  ｹﾀﾞ ﾄﾓｷ                        東学大               男子  1555        

101301556 藤原 友弥(1)                  ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ                      東学大               男子  1556        

101301557 川口 文岳(3)                  ｶﾜｸﾞﾁ ﾌﾐﾀｹ                     東学大               男子  1557        

101301601 尾川 拓巳(2)                  ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾐ                       東工大               男子  1601        

101301602 益田 一毅(3)                  ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ                      東工大               男子  1602        

101301603 岩井 梨輝(3)                  ｲﾜｲ ﾘｷ                         東工大               男子  1603        

101301604 梶原 健渡(1)                  ｶｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ                      東工大               男子  1604        

101301605 鎌戸 隆行(1)                  ｶﾏﾄ ﾀｶﾕｷ                       東工大               男子  1605        

101301606 菊地 泰生(1)                  ｷｸﾁ ﾀｲｾｲ                       東工大               男子  1606        

101301607 木野 雄路(1)                  ｷﾉ ﾕｳﾛ                         東工大               男子  1607        

101301608 佐久間 孝太(1)                ｻｸﾏ ｺｳﾀ                        東工大               男子  1608        

101301609 広瀬 雄也(1)                  ﾋﾛｾ ﾕｳﾔ                        東工大               男子  1609        

101301610 山崎 柾也(1)                  ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾔ                      東工大               男子  1610        

101301611 櫛田 優(2)                    ｸｼﾀﾞ ﾏｻﾙ                       東工大               男子  1611        

101301612 下山 達大(2)                  ｼﾓﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ                      東工大               男子  1612        

101301613 田口 裕太(2)                  ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾀ                       東工大               男子  1613        

101301614 中村 彩人(2)                  ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾋﾄ                      東工大               男子  1614        

101301615 前田 颯(2)                    ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ                       東工大               男子  1615        

101301616 森実 泰貴(2)                  ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｲｷ                      東工大               男子  1616        

101301617 横山 毅仁(2)                  ﾖｺﾔﾏ ﾀｹﾋﾄ                      東工大               男子  1617        

101301618 石井 裕太(3)                  ｲｼｲ ﾕｳﾀ                        東工大               男子  1618        



101301619 片瀬 悠喜(3)                  ｶﾀｾ ﾕｳｷ                        東工大               男子  1619        

101301620 白井 陸大(3)                  ｼﾗｲ ﾘｸｵ                        東工大               男子  1620        

101301621 櫻井 壮一(4)                  ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ                      東工大               男子  1621        

101301622 中嶋 一貴(4)                  ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ                     東工大               男子  1622        

101301623 永島 唯哉(4)                  ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾔ                      東工大               男子  1623        

101301624 天野 皓平(M1)                 ｱﾏﾉ ｺｳﾍｲ                      東工大               男子  1624       

101301625 妻木 泰斗(M1)                 ﾂﾏｷ ﾀｲﾄ                       東工大               男子  1625       

101301626 永井 生(M1)                   ﾅｶﾞｲ ｼｮｳ                      東工大               男子  1626       

101301627 森 達也(M1)                   ﾓﾘ ﾀﾂﾔ                        東工大               男子  1627       

101301628 村上 陽哉(1)                  ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾔ                       東工大               男子  1628        

101301629 高橋 知也(3)                  ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ                       東工大               男子  1629        

101301630 橋岡 大亮(1)                  ﾊｼｵｶ ﾀﾞｲｽｹ                     東工大               男子  1630        

101301631 芝江 柾葵(3)                  ｼﾊﾞｴ ﾏｻｷ                       東工大               男子  1631        

101301632 中村 勇太(M1)                 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ                      東工大               男子  1632       

101301633 土田 周治(2)                  ﾂﾁﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ                     東工大               男子  1633        

101301634 河合 正貴(3)                  ｶﾜｲ ﾏｻｷ                        東工大               男子  1634        

101301635 箱﨑 喜郎(4)                  ﾊｺｻﾞｷ ﾖｼﾛｳ                     東工大               男子  1635        

101301636 井上 暁人(3)                  ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾄ                      東工大               男子  1636        

101301637 一條 敦弘(1)                  ｲﾁｼﾞｮｳ ｱﾂﾋﾛ                    東工大               男子  1637        

101301638 小川 大介(1)                  ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ                     東工大               男子  1638        

101301639 高橋 麗男(1)                  ﾀｶﾊｼ ﾚｵ                        東工大               男子  1639        

101301640 佐々木 亮一(3)                ｻｻｷ ﾘｮｳｲﾁ                      東工大               男子  1640        

101301641 多田 駿介(2)                  ﾀﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ                      東工大               男子  1641        

101301642 塩田 匠(3)                    ｼｵﾀﾞ ﾀｸﾐ                       東工大               男子  1642        

101301643 松井 将器(M2)                 ﾏﾂｲ ﾏｻｷ                       東工大               男子  1643       

101301644 竹岡 大(1)                    ﾀｹｵｶ ﾀﾞｲ                       東工大               男子  1644        

101301645 赤塚 洋介(2)                  ｱｶﾂｶ ﾖｳｽｹ                      東工大               男子  1645        

101301646 阿川 陽(2)                    ｱｶﾞﾜ ﾖｳ                        東工大               男子  1646        

101301647 久司 駿三(2)                  ｷｭｳｼﾞ ｼｭﾝｿﾞｳ                   東工大               男子  1647        

101301648 松原 佳祐(2)                  ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ                     東工大               男子  1648        

101301649 吉田 啓一郎(2)                ﾖｼﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ                    東工大               男子  1649        

101301650 奈良 悠冬(3)                  ﾅﾗ ﾕｳﾄ                         東工大               男子  1650        

101301651 新美 惣一朗(4)                ﾆｲﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ                     東工大               男子  1651        

101301652 山内 岳秋(4)                  ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｱｷ                      東工大               男子  1652        

101301653 横田 有真(1)                  ﾖｺﾀ ﾕｳﾏ                        東工大               男子  1653        

101301654 小林 拓己(M1)                 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ                     東工大               男子  1654       

101301655 刈田 浩平(M2)                 ｶﾘﾀ ｺｳﾍｲ                      東工大               男子  1655       

101301656 福井 義光(2)                  ﾌｸｲ ﾖｼﾐﾂ                       東工大               男子  1656        

101301701 酒井 淳(D1)                   ｻｶｲ ｱﾂｼ                       農工大               男子  1701        

101301702 西部 将史(M1)                 ﾆｼﾍﾞ ﾏｻﾌﾐ                     農工大               男子  1702       

101301703 西薗 亘祐(M1)                  ﾆｼｿﾞﾉ ｺｳｽｹ                    農工大               男子  1703       

101301704 大野 哲(3)                    ｵｵﾉ ｻﾄﾙ                        農工大               男子  1704        



101301705 児玉 伊太郎(3)                ｺﾀﾞﾏ ｲﾀﾛｳ                      農工大               男子  1705        

101301706 齋藤 倫久(3)                  ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋｻ                      農工大               男子  1706        

101301707 日向 孝太(3)                  ﾋﾅﾀ ｺｳﾀ                        農工大               男子  1707        

101301708 村松 甲斐(3)                  ﾑﾗﾏﾂ ｶｲ                        農工大               男子  1708        

101301709 柳澤 貫太(3)                  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ                     農工大               男子  1709        

101301710 山口 誠司(3)                  ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ                     農工大               男子  1710        

101301711 有山 篤志(2)                  ｱﾘﾔﾏ ｱﾂｼ                       農工大               男子  1711        

101301712 塩見 晃良(2)                  ｼｵﾐ ｱｷﾗ                        農工大               男子  1712        

101301713 関 佳彬(2)                    ｾｷ ﾖｼｱｷ                        農工大               男子  1713        

101301714 宅島 紀晶(2)                  ﾀｸｼﾏ ﾉﾘｱｷ                      農工大               男子  1714        

101301715 桝永 理気(2)                  ﾏｽﾅｶﾞ ﾘｷ                       農工大               男子  1715        

101301716 的羽 泰世(2)                  ﾏﾄﾊﾞ ﾀｲｾｲ                      農工大               男子  1716        

101301717 伊藤 篤(1)                    ｲﾄｳ ｱﾂｼ                        農工大               男子  1717        

101301718 井上 広貴(1)                  ｲﾉｳｴ ｺｳｷ                       農工大               男子  1718        

101301719 内田 暁久(1)                  ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾋｻ                      農工大               男子  1719        

101301720 香坂 俊光(1)                  ｺｳｻｶ ﾄｼﾐﾂ                      農工大               男子  1720        

101301721 佐野川 洋(1)                  ｻﾉｶﾞﾜ ﾖｳ                       農工大               男子  1721        

101301722 清水 遼(1)                    ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ                       農工大               男子  1722        

101301723 鈴木 達也(1)                  ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ                       農工大               男子  1723        

101301724 立花 連(1)                    ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚﾝ                       農工大               男子  1724        

101301725 前田 理貴(1)                  ﾏｴﾀﾞ ﾘｷ                        農工大               男子  1725        

101301726 宮崎 仁(1)                    ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝ                      農工大               男子  1726        

101301727 山内 聡史(1)                  ﾔﾏｳﾁ ｻﾄｼ                       農工大               男子  1727        

101301728 脇山 直人(1)                  ﾜｷﾔﾏ ﾅｵﾄ                       農工大               男子  1728        

101301729 竹本 圭吾(2)                  ﾀｹﾓﾄ ｹｲｺﾞ                      農工大               男子  1729        

101302001 小口 智毅(3)                   ｵｸﾞﾁ ﾄﾓｷ                       一橋大               男子  2001        

101302002 浅沼 優斗(2)                   ｱｻﾇﾏ ﾕｳﾄ                       一橋大               男子  2002        

101302003 恒松 玲央(2)                   ﾂﾈﾏﾂ ﾚｵ                        一橋大               男子  2003        

101302004 安藤 大樹(4)                   ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ                     一橋大               男子  2004        

101302005 太田 耀介(2)                   ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ                       一橋大               男子  2005        

101302006 上村 勇斗(4)                   ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾄ                       一橋大               男子  2006        

101302007 齋藤 広武(2)                   ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾑ                       一橋大               男子  2007        

101302008 松原 息吹(2)                   ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲﾌﾞｷ                     一橋大               男子  2008        

101302009 中川 文(4)                     ﾅｶｶﾞﾜ ﾌﾞﾝ                      一橋大               男子  2009        

101302010 宮田 慎吾(4)                   ﾐﾔﾀ ｼﾝｺﾞ                       一橋大               男子  2010        

101302011 田中 洋輔(3)                   ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ                       一橋大               男子  2011        

101302012 柿沼 拓也(4)                   ｶｷﾇﾏ ﾀｸﾔ                       一橋大               男子  2012        

101302013 大倉 和樹(2)                   ｵｵｸﾗ ｶｽﾞｷ                      一橋大               男子  2013        

101302014 星 寿幸(2)                     ﾎｼ ﾋｻﾕｷ                        一橋大               男子  2014        

101302015 高島 良平(2)                   ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ                     一橋大               男子  2015        

101302016 山口 雄大(2)                   ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ                    一橋大               男子  2016        

101302017 佐々木 海(1)                   ｻｻｷ ｶｲ                         一橋大               男子  2017        



101302018 毛利 陽人(1)                   ﾓｳﾘ ﾊﾙﾄ                        一橋大               男子  2018        

101302019 河野 樹(2)                     ｺｳﾉ ﾀﾂｷ                        一橋大               男子  2019        

101302020 松戸 春樹(1)                   ﾏﾂﾄﾞ ﾊﾙｷ                       一橋大               男子  2020        

101302021 中山 直史(3)                   ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾌﾐ                      一橋大               男子  2021        

101302022 山口 航平(3)                   ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ                     一橋大               男子  2022        

101302023 矢部 尚史(4)                   ﾔﾍﾞ ﾀｶｼ                        一橋大               男子  2023        

101302024 阿保 朗楽(2)                   ｱﾎﾞ ｱｷﾗ                        一橋大               男子  2024        

101302025 池野 和(2)                     ｲｹﾉ ﾜﾀﾙ                        一橋大               男子  2025        

101302026 岩﨑 友春(4)                   ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾊﾙ                      一橋大               男子  2026        

101302027 税所 晋(4)                     ｻｲｼｮ ｽｽﾑ                       一橋大               男子  2027        

101302028 森本 諒(4)                     ﾓﾘﾓﾄ ｱｷﾗ                       一橋大               男子  2028        

101302029 山本 桂太郎(4)                 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ                     一橋大               男子  2029        

101302030 上野 周平(3)                   ｳｴﾉ ｼｭｳﾍｲ                      一橋大               男子  2030        

101302031 風間 貴裕(3)                   ｶｻﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ                      一橋大               男子  2031        

101302032 久保井 遼介(3)                 ｸﾎﾞｲ ﾘｮｳｽｹ                     一橋大               男子  2032        

101302033 松尾 秀浩(3)                   ﾏﾂｵ ﾋﾃﾞﾋﾛ                      一橋大               男子  2033        

101302034 森下 尚耶(3)                   ﾓﾘｼﾀ ﾅｵﾔ                       一橋大               男子  2034        

101302035 栗田 寛樹(2)                   ｸﾘﾀ ﾋﾛｷ                        一橋大               男子  2035        

101302036 佐伯 祐哉(2)                   ｻｴｷ ﾕｳﾔ                        一橋大               男子  2036        

101302037 佐藤 仰(2)                     ｻﾄｳ ｺｳ                         一橋大               男子  2037        

101302038 山中 優(2)                     ﾔﾏﾅｶ ﾕｳ                        一橋大               男子  2038        

101302039 朝田 航平(1)                   ｱｻﾀﾞ ｺｳﾍｲ                      一橋大               男子  2039        

101302040 池永 進之佑(1)                 ｲｹﾅｶﾞ ｼﾝﾉｽｹ                    一橋大               男子  2040        

101302041 萱原 亮太(1)                   ｶﾔﾊﾗ ﾘｮｳﾀ                      一橋大               男子  2041        

101302042 佐藤 勇介(1)                   ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ                       一橋大               男子  2042        

101302043 清水 康太(1)                   ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀ                       一橋大               男子  2043        

101302044 鈴木 健司(1)                   ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ                      一橋大               男子  2044        

101302045 田中 遼太郎(1)                 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ                     一橋大               男子  2045         

101302046 福澤 元己(1)                   ﾌｸｻﾞﾜ ﾓﾄｷ                      一橋大               男子  2046         

101302047 若林 亮平(1)                   ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ                   一橋大               男子  2047         

101402501 三浦 直也(2)                  ﾐｳﾗ ﾅｵﾔ                        横市大               男子  2501         

101402502 永井 智也(4)                  ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾔ                       横市大               男子  2502         

101402503 畠山 凌一(3)                  ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ                    横市大               男子  2503         

101402504 宮本 祐輔(3)                  ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｽｹ                      横市大               男子  2504         

101402505 森野 一粋(3)                  ﾓﾘﾉ ｲｯｽｲ                       横市大               男子  2505         

101402506 大高 健(1)                    ｵｵﾀｶ ﾀｹﾙ                       横市大               男子  2506         

101402507 坂田 友輔(3)                  ｻｶﾀ ﾕｳｽｹ                       横市大               男子  2507         

101402508 竹井 健太郎(1)                ﾀｹｲ ｹﾝﾀﾛｳ                      横市大               男子  2508         

101402509 成澤 悠平(3)                  ﾅﾘｻﾜ ﾕｳﾍｲ                      横市大               男子  2509         

101402510 牧野 和馬(2)                  ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾏ                       横市大               男子  2510         

101402511 折井 良太(1)                  ｵﾘｲ ﾘｮｳﾀ                       横市大               男子  2511         

101402512 久津見 祥太(1)                ｸﾂﾐ ｼｮｳﾀ                       横市大               男子  2512         



101402513 平田 俊太郎(3)                ﾋﾗﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ                     横市大               男子  2513         

101402514 木村 龍太(3)                  ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ                       横市大               男子  2514         

101402515 高井 信輝(1)                  ﾀｶｲ ﾉﾌﾞﾃﾙ                      横市大               男子  2515         

101402516 後藤 健介(3)                  ｺﾞﾄｳ ｹﾝｽｹ                      横市大               男子  2516         

101402517 石渡 謙(1)                    ｲｼﾜﾀ ｹﾝ                        横市大               男子  2517         

101402518 一色 大瑚(2)                  ｲｯｼｷ ﾀﾞｲｺﾞ                     横市大               男子  2518         

101402519 山口 泰輝(4)                  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｷ                      横市大               男子  2519         

101402601 佐藤 浩大(M2)                 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ                     横国大               男子  2601        

101402602 皿井 泰光(M2)                 ｻﾗｲ ﾔｽﾐﾂ                      横国大               男子  2602        

101402603 渡辺 和希(M2)                 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ                    横国大               男子  2603        

101402604 澤畠 竜一朗(4)                 ｻﾜﾊﾀ ﾁｭｳｲﾁﾛｳ                   横国大               男子  2604         

101402605 青栁 良英(4)                  ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ                    横国大               男子  2605         

101402606 後藤 優(4)                    ｺﾞﾄｳ ﾕｳ                        横国大               男子  2606         

101402607 笹野 純也(4)                  ｻｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ                      横国大               男子  2607         

101402608 佐藤 裕太(4)                  ｻﾄｳ ﾕｳﾀ                        横国大               男子  2608         

101402609 佐藤 僚太(4)                  ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ                       横国大               男子  2609         

101402610 古内 裕之(4)                  ﾌﾙｳﾁ ﾋﾛﾕｷ                      横国大               男子  2610         

101402611 枡川 健太郎(4)                ﾏｽｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ                     横国大               男子  2611         

101402612 依藤 一輝(4)                  ﾖﾘﾌｼﾞ ｶｽﾞｷ                     横国大               男子  2612        

101402613 岩下 友輝(3)                  ｲﾜｼﾀ ﾕｳｷ                       横国大               男子  2613         

101402614 宇佐美 亮児(3)                ｳｻﾐ ﾘｮｳｼﾞ                      横国大               男子  2614         

101402615 鵜之沢 敦志(3)                ｳﾉｻﾜ ｱﾂｼ                       横国大               男子  2615         

101402616 木村 夏輝(3)                  ｷﾑﾗ ﾅﾂｷ                        横国大               男子  2616         

101402617 佐藤 友哉(3)                  ｻﾄｳ ﾕｳﾔ                        横国大               男子  2617         

101402618 高須 莉喜(3)                  ﾀｶｽ ﾘｷ                         横国大               男子  2618         

101402619 中野 彬徳(3)                  ﾅｶﾉ ﾖｼﾉﾘ                       横国大               男子  2619         

101402620 松村 颯(3)                    ﾏﾂﾑﾗ ｿｳ                        横国大               男子  2620         

101402621 柚木 友哉(3)                  ﾕﾉｷ ﾕｳﾔ                        横国大               男子  2621         

101402622 藤谷 将大(2)                  ﾌｼﾞﾔ ﾏｻﾋﾛ                      横国大               男子  2622         

101402623 山崎 脩(2)                    ﾔﾏｻﾞｷ ｵｻﾑ                      横国大               男子  2623         

101402624 久保 源輝(1)                  ｸﾎﾞ ﾓﾄｷ                        横国大               男子  2624         

101402625 齋藤 知樹(1)                  ｻｲﾄｳ ﾄﾓｷ                       横国大               男子  2625         

101402626 塩崎 将司(1)                  ｼｵｻﾞｷ ﾏｻｼ                      横国大               男子  2626         

101402627 島津 叡作(1)                  ｼﾏﾂ ｴｲｻｸ                       横国大               男子  2627         

101402628 中村 拓真(1)                  ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ                       横国大               男子  2628         

101402629 中 麟太郎(1)                  ﾅｶ ﾘﾝﾀﾛｳ                       横国大               男子  2629         

101402630 前田 優太朗(1)                ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ                     横国大               男子  2630         

101402631 吉田 宗谷(1)                   ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾔ                       横国大               男子  2631         

101402632 熊山 修平(3)                  ｸﾏﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ                     横国大               男子  2632         

101402633 佐々木 勇弥(3)                ｻｻｷ ﾕｳﾔ                        横国大               男子  2633         

101402634 細谷 修平(3)                  ﾎｿﾔ ｼｭｳﾍｲ                      横国大               男子  2634         

101402635 梅村 一輝(2)                  ｳﾒﾑﾗ ｶｽﾞｷ                      横国大               男子  2635         



101402636 小林 風輝(2)                  ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｷ                      横国大               男子  2636         

101402637 中山 祥貴(1)                  ﾅｶﾔﾏ ﾖｼｷ                       横国大               男子  2637         

101402638 林 和哉(4)                    ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾔ                       横国大               男子  2638         

101501901 解良 亮太(3)                   ｹﾗ ﾘｮｳﾀ                        新潟大               男子  1901         

101501902 小堀 育也(3)                   ｺﾎﾞﾘ ｲｸﾔ                       新潟大               男子  1902         

101501903 加藤 聡太(2)                   ｶﾄｳ ｿｳﾀ                        新潟大               男子  1903         

101501904 関原 真(3)                     ｾｷﾊﾗ ｼﾝ                        新潟大               男子  1904         

101501905 中山 一樹(1)                   ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ                      新潟大               男子  1905         

101501906 新通 拓己(4)                  ｼﾝﾄﾞｵﾘ ﾀｸﾐ                     新潟大               男子  1906         

101501907 松井瑞季(3)                    ﾏﾂｲ ﾐｽﾞｷ                       新潟大               男子  1907         

101501908 門脇 蓮(2)                     ｶﾄﾞﾜｷ ﾚﾝ                       新潟大               男子  1908         

101501909 古谷 優大(2)                   ｺﾔ ﾕｳﾀﾞｲ                       新潟大               男子  1909         

101501910 加藤 佑汰(1)                   ｶﾄｳ ﾕｳﾀ                        新潟大               男子  1910         

101501911 阿部 直明(3)                   ｱﾍﾞ ﾅｵｱｷ                       新潟大               男子  1911             

101501912 依田 航太郎(3)                 ﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ                      新潟大               男子  1912      

101501913 尾櫃 和希(1)                   ｵﾋﾞﾂ ｶｽﾞｷ                      新潟大               男子  1913      

101501914 外山 恵大(3)                   ﾄﾔﾏ ｹｲﾀ                        新潟大               男子  1914      

101501915 大野 京祐(2)                   ｵｵﾉ ｷｮｳｽｹ                      新潟大               男子  1915      

101501916 森 悠人(1)                    ﾓﾘ ﾕｳﾄ                         新潟大               男子  1916      

101501917 松野 匠(2)                    ﾏﾂﾉ ﾀｸﾐ                        新潟大               男子  1917      

101501918 石塚 航(1)                     ｲｼﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ                      新潟大               男子  1918      

101501919 大橋 純(2)                     ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝ                      新潟大               男子  1919      

101501920 岩崎 弘頌(3)                   ｲﾜｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ                    新潟大               男子  1920      

101501921 吉岡 敬修(2)                   ﾖｼｵｶ ﾀｶﾉﾌﾞ                     新潟大               男子  1921      

101501922 廣澤 利朗(1)                   ﾋﾛｻﾜ ﾄｼｱｷ                      新潟大               男子  1922      

101501923 官野 優翔(4)                   ｶﾝﾉ ﾕｳﾄ                        新潟大               男子  1923      

101501924 澤田 竜(1)                     ｻﾜﾀﾞ ﾘｭｳ                       新潟大               男子  1924      

101501925 山倉 隆彰(1)                   ﾔﾏｸﾗ ﾀｶｱｷ                      新潟大               男子  1925      

101501926 林 亮佑(4)                     ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ                      新潟大               男子  1926      

101700301 千葉 達也(2)                  ﾁﾊﾞ ﾀﾂﾔ                        金沢大               男子   301      

101700302 中田 健太(M2)                 ﾅｶﾀﾞ ｹﾝﾀ                      金沢大               男子   302     

101700303 宮田 知昴(1)                  ﾐﾔﾀ ﾄﾓｱｷ                       金沢大               男子   303      

101700304 駒田 光太朗(1)                ｺﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ                     金沢大               男子   304      

101700305 柳澤 航希(2)                  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ                     金沢大               男子   305      

101700306 木村 昴暉(2)                  ｷﾑﾗ ｺｳｷ                        金沢大               男子   306      

101700307 土田 竜也(1)                   ﾂﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ                       金沢大               男子   307      

101700308 福元 康介(3)                  ﾌｸﾓﾄ ｺｳｽｹ                      金沢大               男子   308      

101700309 内山 龍祐(3)                   ｳﾁﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ                     金沢大               男子   309      

101700310 木村 僚太(4)                  ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ                       金沢大               男子   310      

101700311 古橋 弘貴(M1)                 ﾌﾙﾊｼ ﾋﾛｷ                      金沢大               男子   311      

101700312 加藤 拓弥(2)                  ｶﾄｳ ﾀｸﾔ                        金沢大               男子   312      

101700313 柴原 朋也(1)                  ｼﾊﾞﾊﾗ ﾄﾓﾔ                      金沢大               男子   313      



101700314 熊澤 真裕(2)                   ｸﾏｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ                     金沢大               男子   314      

101700315 目黑 誉之(3)                  ﾒｸﾞﾛ ﾀｶﾕｷ                      金沢大               男子   315      

101700316 中西 潤(1)                    ﾅｶﾆｼ ｼﾞｭﾝ                      金沢大               男子   316      

101700317 宮垣 翔平(2)                  ﾐﾔｶﾞｷ ｼｮｳﾍｲ                    金沢大               男子   317      

101700318 簗瀬 高志(1)                  ﾔﾅｾ ﾀｶｼ                        金沢大               男子   318      

101700319 児玉 雅宏(4)                   ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ                      金沢大               男子   319      

101700320 高井 謙(M2)                   ﾀｶｲ ｹﾝ                        金沢大               男子   320     

101700321 遠藤 聡(3)                    ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ                      金沢大               男子   321      

101700322 吉田 啓悟(3)                  ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ                      金沢大               男子   322      

101700323 角地 正旭(M1)                 ｶｸﾁ ﾏｻｱｷ                      金沢大               男子   323     

101700324 宮田 慎士(1)                  ﾐﾔﾀ ﾏｻｼ                        金沢大               男子   324      

101700325 立花 翔太(2)                  ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｮｳﾀ                     金沢大               男子   325      

101700326 石井 孝知(3)                   ｲｼｲ ﾀｶｼ                        金沢大               男子   326      

101901201 石井 祐太(3)                  ｲｼｲ ﾕｳﾀ                        都留文大             男子  1201      

101901202 落合 啓(3)                    ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ                       都留文大             男子  1202      

101901203 舩木 勇助(3)                  ﾌﾅｷ ﾕｳｽｹ                       都留文大             男子  1203      

101901204 稲垣 聡(1)                    ｲﾅｶﾞｷ ｻﾄｼ                      都留文大             男子  1204      

101901205 窪田 雄人(1)                  ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ                       都留文大             男子  1205      

101901206 鈴木 琢矢(1)                  ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ                       都留文大             男子  1206      

101901207 山本 匠(1)                    ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ                       都留文大             男子  1207      

101902401 柴原 涼(4)                    ｼﾊﾞﾊﾗ ﾘｮｳ                     山梨大               男子  2401      

101902402 森實 高毅(4)                  ﾓﾘｻﾞﾈ ﾀｶｷ                     山梨大               男子  2402      

101902403 土屋 駿丞(1)                  ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ                     山梨大               男子  2403      

101902404 戸塚 優斗(1)                  ﾄﾂﾞｶ ﾕｳﾄ                      山梨大               男子  2404      

101902405 橋爪 孔明(4)                  ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ                    山梨大               男子  2405      

101902406 内藤 祐貴(3)                  ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ                      山梨大               男子  2406      

101902407 足立 悠輔(4)                  ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ                     山梨大               男子  2407      

101902408 入江 直樹(4)                  ｲﾘｴ ﾅｵｷ                       山梨大               男子  2408      

101902409 大瀧 雄司(3)                  ｵｵﾀｷ ｶﾂｼ                      山梨大               男子  2409      

101902410 奈良 光洋(2)                  ﾅﾗ ﾐﾂﾋﾛ                       山梨大               男子  2410      

101902411 横森 友郎(1)                  ﾖｺﾓﾘ ﾄﾓﾛｳ                     山梨大               男子  2411      

101902412 小久井 大将(4)                ｺｸｲ ﾀﾞｲｽｹ                     山梨大               男子  2412      

101902413 宮澤 清悟(4)                  ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ                   山梨大               男子  2413      

101902414 名取 優介(4)                  ﾅﾄﾘ ﾕｳｽｹ                      山梨大               男子  2414      

101902415 野田 尚希(3)                  ﾉﾀﾞ ﾅｵｷ                       山梨大               男子  2415      

101902416 福嶋 勇斗(3)                  ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾄ                      山梨大               男子  2416      

101902417 樺沢 暢俊(3)                  ｶﾊﾞｻﾜ ﾉﾌﾞﾄｼ                   山梨大               男子  2417      

101902418 上田 誠人(2)                  ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ                      山梨大               男子  2418     

101902419 渡辺 宏太(2)                  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ                     山梨大               男子  2419      

101902420 萩原 怜(3)                    ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ                     山梨大               男子  2420      

101902421 光吉 尭(2)                    ﾐﾂﾖｼ ﾖｳ                       山梨大               男子  2421            

101902422 松本 尭大(1)                  ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ                     山梨大               男子  2422           



102000901 本多 倖基(3)                  ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ                       信州大               男子   901           

102000902 相川 史弥(3)                  ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ                       信州大               男子   902       

102000903 佐藤 裕樹(1)                  ｻﾄｳ ﾕｳｷ                        信州大               男子   903       

102000904 松井 一陽(3)                  ﾏﾂｲ ｶﾂﾞｱｷ                      信州大               男子   904       

102000905 市川 拓也(3)                  ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ                       信州大               男子   905       

102000906 永田 光央(2)                  ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂｵ                       信州大               男子   906       

102000907 小林 祐紀(M1)                 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ                     信州大               男子   907      

102000908 大島 卓仁(4)                  ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ                       信州大               男子   908       

102000909 大澤 直也(2)                  ｵｵｻﾜ ﾅｵﾔ                       信州大               男子   909       

102000910 織茂 大地(2)                  ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ                       信州大               男子   910       

102000911 藪野 祥平(1)                  ﾔﾌﾞﾉ ｼｮｳﾍｲ                     信州大               男子   911       

102000912 三澤 駿之介(3)                ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ                     信州大               男子   912       

102000913 沖田 遥久(3)                  ｵｷﾀ ﾊﾙﾋｻ                       信州大               男子   913       

102000914 沼田 尚路(1)                  ﾇﾏﾀ ﾅｵﾐﾁ                       信州大               男子   914       

102000915 横山 陽之(2)                  ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ                      信州大               男子   915       

102000916 相羽 俊輝(2)                  ｱｲﾊﾞ ﾄｼｷ                       信州大               男子   916       

102000917 中島 大智(3)                  ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ                      信州大               男子   917       

102000918 鈴木 風春(1)                  ｽｽﾞｷ ﾌｳｼｭﾝ                     信州大               男子   918       

102000919 吉岡 大地(4)                  ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ                      信州大               男子   919       

102000920 村瀬 崚(3)                    ﾑﾗｾ ﾘｮｳ                        信州大               男子   920       

102000921 角銅 啓多(2)                  ｶｸﾄﾞｳ ｹｲﾀ                      信州大               男子   921       

102000922 山田 大貴(3)                  ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ                       信州大               男子   922       

102000923 齋藤 亮弥(3)                  ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾔ                      信州大               男子   923       

102000924 野部 勇貴(2)                  ﾉﾍﾞ ﾕｳｷ                        信州大               男子   924       

102000925 坪井 響己(2)                  ﾂﾎﾞｲ ﾋﾋﾞｷ                      信州大               男子   925       

102000926 大宅 剛生(2)                  ｵｵﾀｸ ｺｳｷ                       信州大               男子   926       

102000927 松野 邦大(2)                  ﾏﾂﾉ ｸﾆﾋﾛ                       信州大               男子   927       

102000928 杉浦 啓(2)                    ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛ                       信州大               男子   928       

102000929 古山 雄一郎(3)                ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ                     信州大               男子   929       

102000930 河合 崇成(4)                  ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ                       信州大               男子   930       

102000931 新井 遼(2)                    ｱﾗｲ ﾘｮｳ                        信州大               男子   931       

102000932 北野 宏哉(2)                  ｷﾀﾉ ｺｳﾔ                        信州大               男子   932       

102000933 板東 健志(1)                  ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ                     信州大               男子   933       

102000934 大島 宏輝(1)                  ｵｵｼﾏ ｺｳｷ                       信州大               男子   934       

102000935 小澤 祐太(3)                  ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾀ                       信州大               男子   935       

102000936 大島 直哉(4)                  ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ                       信州大               男子   936       

102000937 辻野 智樹(3)                  ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ                       信州大               男子   937       

102000938 水野 裕司(1)                  ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｼﾞ                      信州大               男子   938       

102000939 成宮 崇人(2)                  ﾅﾙﾐﾔ ﾀｶﾄ                       信州大               男子   939       

102000940 大久保 天地(2)                ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾝﾁ                      信州大               男子   940       

102000941 福元 聖矢(3)                  ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ                       信州大               男子   941       

102000942 日向 一機(4)                  ﾋﾅﾀ ｲｯｷ                        信州大               男子   942       



102000943 須賀 健太(4)                  ｽｶﾞ ｹﾝﾀ                        信州大               男子   943       

102000944 東井 航平(3)                  ﾄｳｲ ｺｳﾍｲ                       信州大               男子   944       

102000945 清水 一馬(3)                  ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ                      信州大               男子   945       

102000946 森田 修史(2)                  ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ                      信州大               男子   946       

102000947 近澤 健太(2)                  ﾁｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ                      信州大               男子   947       

102000948 草間 拓海(1)                  ｸｻﾏ ﾀｸﾐ                        信州大               男子   948       

102000949 榎本 崚冴(2)                  ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ                     信州大               男子   949       

102000950 大島 暢人(1)                  ｵｵｼﾏ ﾉﾌﾞﾄ                      信州大               男子   950       

102000951 北河 大葵(2)                  ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ                      信州大               男子   951       

102000952 田中 佑樹(1)                  ﾀﾅｶ ﾕｳｷ                        信州大               男子   952       

102200601 織原 海人(3)                  ｵﾘﾊﾗ ｶｲﾄ                       静岡大               男子   601       

102200602 金子 雅也(4)                  ｶﾈｺ ﾏｻﾔ                        静岡大               男子   602       

102200603 山川 惇生(3)                  ﾔﾏｶﾜ ｱﾂｷ                       静岡大               男子   603       

102200604 立木 晶(3)                     ﾂｲｷ ｱｷﾗ                        静岡大               男子   604       

102200605 原 秀介(4)                    ﾊﾗ ｼｭｳｽｹ                       静岡大               男子   605       

102200606 鈴木 崇真(2)                  ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ                       静岡大               男子   606       

102200607 露口 陽平(4)                  ﾂﾕｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ                     静岡大               男子   607       

102200608 田畑 論太郎(1)                ﾀﾊﾞﾀ ﾛﾝﾀﾛｳ                     静岡大               男子   608       

102200609 大前 貴裕(2)                  ｵｵﾏｴ ﾀｶﾋﾛ                      静岡大               男子   609       

102200610 村田 貴紀(2)                  ﾑﾗﾀ ﾀｶﾉﾘ                       静岡大               男子   610           

102200611 大原 瑞貴(3)                  ｵｵﾊﾗ ﾐｽﾞｷ                      静岡大               男子   611           

102200612 嶋崎 利紀(2)                  ｼﾏｻﾞｷ ﾄｼﾉﾘ                     静岡大               男子   612           

102200613 鳥巣 晶寛(2)                  ﾄﾘｽ ｱｷﾋﾛ                       静岡大               男子   613          

102200614 長屋 暁大(1)                  ﾅｶﾞﾔ ｱｷﾋﾛ                      静岡大               男子   614          

102200615 二見 隆亮(D1)                 ﾌﾀﾐ ﾀｶｱｷ                      静岡大               男子   615          

102200616 若井 至人(4)                  ﾜｶｲ ﾖｼﾄ                        静岡大               男子   616          

102200617 割田 圭祐(4)                  ﾜﾘﾀ ｹｲｽｹ                       静岡大               男子   617      

102200618 千野 雅人(1)                  ﾁﾉ ﾏｻﾄ                         静岡大               男子   618      

102200619 平野 和弥(1)                  ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾔ                       静岡大               男子   619      

102200620 杉山 善紀(1)                  ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｷ                      静岡大               男子   620      

102200621 中山 峻弥(2)                  ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ                      静岡大               男子   621      

102200622 川端 友也(M1)                 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓﾔ                     静岡大               男子   622     

102200623 桜木 隆吾(2)                  ｻｸﾗｷﾞ ﾘｭｳｺﾞ                    静岡大               男子   623      

102200624 朝日 善紀(2)                  ｱｻﾋ ﾖｼｷ                        静岡大               男子   624      

102200625 安田 壮太(2)                  ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ                       静岡大               男子   625      

102200626 菊池 昌太郎(1)                ｷｸﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ                     静岡大               男子   626      

102200627 安藤 駿汰(2)                  ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾀ                     静岡大               男子   627      

102200628 功刀 啓太郎(1)                ｸﾇｷﾞ ｹｲﾀﾛｳ                     静岡大               男子   628      

102200629 鈴木 拓朗(2)                  ｽｽﾞｷ ﾀｸﾛｳ                      静岡大               男子   629      

102200630 迫 尚人(1)                    ｻｺ ﾅｵﾄ                         静岡大               男子   630      

102200631 上野 想(3)                    ｳｴﾉ ｿｳ                         静岡大               男子   631      

102200632 後藤 慎治(3)                  ｺﾞﾄｳ ｼﾝｼﾞ                      静岡大               男子   632      



102200633 平山 悠太(2)                  ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾀ                       静岡大               男子   633      

102200634 栗田 航希(1)                  ｸﾘﾀ ｺｳｷ                        静岡大               男子   634      

102200635 橋本 瞭(3)                    ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ                       静岡大               男子   635      

102200636 金井 瑛志(2)                  ｶﾅｲ ｴｲｼ                        静岡大               男子   636      

102200637 渡邊 直希(2)                  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ                      静岡大               男子   637      

102200638 増田 大河(2)                  ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｶﾞ                      静岡大               男子   638      

102200639 野上 直人(3)                  ﾉｶﾞﾐ ﾅｵﾄ                       静岡大               男子   639      

102200640 新井 康介(3)                  ｱﾗｲ ｺｳｽｹ                       静岡大               男子   640      

102200641 赤尾 亮(4)                    ｱｶｵ ﾘｮｳ                        静岡大               男子   641      

102200642 田中 拓未(4)                  ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ                        静岡大               男子   642      

102200643 吉田 昇平(4)                  ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ                     静岡大               男子   643      

102200644 鈴木 麻央(1)                  ｽｽﾞｷ ﾏｵ                        静岡大               男子   644      

102200645 村松 祐志(1)                  ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｼ                       静岡大               男子   645      

102200646 吉川 千尋(1)                  ﾖｼｶﾜ ﾁﾋﾛ                       静岡大               男子   646      

102200647 和田 友祐(2)                  ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ                       静岡大               男子   647      

102200648 茂木 篤(3)                    ﾓｷﾞｱﾂｼ                         静岡大               男子   648      

102200649 西郷 慶亮(1)                   ｻｲｺﾞｳ ｹｲｽｹ                     静岡大               男子   649      

102200701 深澤 斗希也(M2)               ﾌｶｻﾞﾜ ﾄｷﾔ                     静岡県大             男子   701     

102200702 永田 淳也(4)                  ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾔ                       静岡県大             男子   702      

102200703 村松 諒哉(1)                  ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳﾔ                      静岡県大             男子   703      

102200704 桝田 和哉(1)                  ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾔ                      静岡県大             男子   704      

102302701 成瀬 貴文                     ﾅﾙｾ ﾀｶﾌﾐ                      名市大               男子  2701     

102302702 小嶋 康暉                     ｺｼﾞﾏ ﾔｽｱｷ                     名市大               男子  2702     

102302703 香川 隼也                     ｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ                     名市大               男子  2703     

102302704 海江田 拓馬                   ｶｲｴﾀﾞﾀｸﾏ                      名市大               男子  2704     

102302705 佐藤 晃平                     ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ                      名市大               男子  2705     

102302706 岩田 侑樹                     ｲﾜﾀ ﾕｳｷ                       名市大               男子  2706     

102302707 朝井 瞭                       ｱｻｲ ﾘｮｳ                       名市大               男子  2707     

102302708 谷 亮成                       ﾀﾆ ﾘｮｳｾｲ                      名市大               男子  2708     

102302709 森 大和                       ﾓﾘ ﾔﾏﾄ                        名市大               男子  2709     

102302710 山田 剛大                     ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ                     名市大               男子  2710     

102302711 谷口 唯都                     ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｲﾄ                     名市大               男子  2711     

102402201 中村 亮太(4)                  ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ                      三重大               男子  2201      

102402202 杉浦 孝昭(4)                  ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶｱｷ                     三重大               男子  2202      

102402203 長縄 貴史(3)                  ﾅｶﾞﾅﾜ ﾀｶﾌﾐ                     三重大               男子  2203      

102402204 広垣 智也(3)                  ﾋﾛｶﾞｷ ﾄﾓﾔ                      三重大               男子  2204      

102402205 佐野 祐太(3)                  ｻﾉ ﾕｳﾀ                         三重大               男子  2205      

102402206 野田 多聞(3)                  ﾉﾀﾞ ﾀﾓﾝ                        三重大               男子  2206      

102402207 岡野 将成(2)                  ｵｶﾉ ﾏｻﾅﾘ                       三重大               男子  2207      

102402208 竹内 喜紀(2)                  ﾀｹｳﾁ ﾖｼｷ                       三重大               男子  2208      

102402209 中西 和也(2)                  ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞﾔ                      三重大               男子  2209      

102402210 岩田 京樹(1)                  ｲﾜﾀ ｹｲｼﾞｭ                      三重大               男子  2210      



102402211 大崎 修汰(1)                  ｵｵｻｷ ｼｭｳﾀ                      三重大               男子  2211      

102402212 小澤 亮人(1)                  ｺｻﾞﾜ ﾘｮｳﾄ                      三重大               男子  2212      

102402213 中山 雄大(1)                  ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ                       三重大               男子  2213      

102402214 石丸 雄一(1)                  ｲｼﾏﾙ ﾕｳｲﾁ                      三重大               男子  2214      

102402215 永戸 悠太郎(1)                ﾅｶﾞﾄ ﾕｳﾀﾛｳ                     三重大               男子  2215      

102402216 石松 凛平(1)                  ｲｼﾏﾂ ﾘﾝﾍﾟｲ                     三重大               男子  2216      

102402217 澤村 健斗(1)                  ｻﾜﾑﾗ ｹﾝﾄ                       三重大               男子  2217      

102402218 竹村 颯真(1)                  ﾀｹﾑﾗ ｿｳﾏ                       三重大               男子  2218      

102402219 平山 貴大(1)                  ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｵ                       三重大               男子  2219      

200401801 佐貫 有紗(2)                  ｻﾇｷ ｱﾘｻ                        東北大               女子  1801      

200401802 佐久間 美帆(1)                ｻｸﾏ ﾐﾎ                         東北大               女子  1802      

200401803 上條 麻奈(2)                  ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ                      東北大               女子  1803      

200401804 加藤 ひより(1)                ｶﾄｳ ﾋﾖﾘ                        東北大               女子  1804        

200401805 飯田 夏生(3)                  ｲｲﾀﾞ ﾅﾂｷ                       東北大               女子  1805        

200401806 須田 桜(3)                    ｽﾀ ｻｸﾗ                         東北大               女子  1806        

200401807 泉屋 咲月(1)                  ｲｽﾞﾐﾔ ｻﾂｷ                      東北大               女子  1807        

200401808 柄澤 菜々美(1)                ｶﾗｻﾜ ﾅﾅﾐ                       東北大               女子  1808        

200401809 白井 花(3)                    ｼﾗｲ ﾊﾅ                         東北大               女子  1809        

200401810 中村 真璃子(3)                ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘｺ                       東北大               女子  1810        

200401811 門脇 郁(2)                    ｶﾄﾞﾜｷ ｲｸ                       東北大               女子  1811        

200401812 渡邊 朝美(M1)                 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ                     東北大               女子  1812       

200401813 岸田 晶穂(3)                  ｷｼﾀﾞ ｱｷﾎ                       東北大               女子  1813        

200401814 橋本 悠実(1)                  ﾊｼﾓﾄ ﾕﾐ                        東北大               女子  1814        

200401815 阿部 春花(3)                   ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ                        東北大               女子  1815        

200401816 小山 栞奈(1)                  ｺﾔﾏ ｶﾝﾅ                        東北大               女子  1816        

200602301 伊藤 新菜(4)                  ｲﾄｳ ﾆｲﾅ                        山形大               女子  2301            

200602302 菊地 葵(1)                    ｷｸﾁ ｱｵｲ                        山形大               女子  2302            

200602303 永井 美紗子(5)                ﾅｶﾞｲ ﾐｻｺ                       山形大               女子  2303            

200602304 阿毛 清夏(2)                  ｱﾓｳ ｻﾔｶ                        山形大               女子  2304            

200602305 舟山 愛理(3)                  ﾌﾅﾔﾏ ｱｲﾘ                       山形大               女子  2305            

200602306 髙橋 かおり(2)                ﾀｶﾊｼ ｶｵﾘ                       山形大               女子  2306            

200702101 荒 裕子 (4)                  ｱﾗ ﾕｳｺ                         福島大               女子  2101            

200702102 齋藤 歩夏(4)                  ｻｲﾄｳ ｱﾕｶ                       福島大               女子  2102            

200702103 高橋 英里(4)                  ﾀｶﾊｼ ｴﾘ                        福島大               女子  2103            

200702104 中村 あゆみ(4)                ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾐ                       福島大               女子  2104            

200702105 堀 裕子 (4)                  ﾎﾘ ﾕｳｺ                         福島大               女子  2105            

200702106 安部 美南(3)                  ｱﾍﾞ ﾐﾅﾐ                        福島大               女子  2106            

200702107 大関 佳 (3)                  ｵｵｾｷ ｹｲ                        福島大               女子  2107            

200702108 吉田 菜穂(3)                  ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ                        福島大               女子  2108            

200702109 新田 彩 (2)                  ﾆｯﾀ ｱﾔ                         福島大               女子  2109            

200702110 仁井田 侑子(2)                ﾆｲﾀﾞ ﾕｳｺ                       福島大               女子  2110            

200702111 菅野 杏奈(2)                  ｶﾝﾉ ｱﾝﾅ                        福島大               女子  2111             



200702112 高橋 奈津子(2)                ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｺ                       福島大               女子  2112            

200702113 室谷 優里奈(2)                ﾑﾛﾀﾆ ﾕﾘﾅ                       福島大               女子  2113            

200702114 金井 菜奈(1)                  ｶﾅｲ ﾅﾅ                         福島大               女子  2114            

200702115 小杉 恵理(1)                  ｺｽｷﾞ ｴﾘ                        福島大               女子  2115            

200702116 小林  茜(1)                  ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ                      福島大               女子  2116            

200702117 佐藤 未歩(1)                  ｻﾄｳ ﾐﾎ                         福島大               女子  2117            

200702118 高橋 桃華(1)                  ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｶ                       福島大               女子  2118            

200702119 千葉 桃香(1)                  ﾁﾊﾞ ﾓﾓｶ                        福島大               女子  2119            

200702120 福島 采美(1)                  ﾌｸｼﾏ ｱﾐ                        福島大               女子  2120            

200800101 蛯名史織(4)                    ｴﾋﾞﾅｼｵﾘ                        茨城大               女子   101            

200800102 小林莉菜(3)                    ｺﾊﾞﾔｼﾘﾅ                        茨城大               女子   102            

200800103 佐久間彩(3)                    ｻｸﾏｱﾔ                          茨城大               女子   103            

200800104 高橋美緒(3)                    ﾀｶﾊｼﾐｵ                         茨城大               女子   104            

200800105 堀邉美咲(2)                    ﾎﾘﾍﾞﾐｻｷ                        茨城大               女子   105            

200800106 木村琴音(1)                    ｷﾑﾗｺﾄﾈ                         茨城大               女子   106            

200800107 笹崎美公(1)                    ｻｻｻﾞｷﾐｸ                        茨城大               女子   107            

200800108 谷口寧那(1)                    ﾀﾆｸﾞﾁﾔｽﾅ                       茨城大               女子   108        

200800109 後藤晴菜(4)                    ｺﾞﾄｳﾊﾙﾅ                        茨城大               女子   109        

200800110 芝崎祐美(2)                    ｼﾊﾞｻﾞｷﾕﾐ                       茨城大               女子   110        

200800111 池田風香(1)                    ｲｹﾀﾞﾌｳｶ                        茨城大               女子   111         

200800112 廣瀬未来(4)                    ﾋﾛｾﾐｷ                          茨城大               女子   112        

200800113 増田梨沙(4)                    ﾏｽﾀﾞﾘｻ                         茨城大               女子   113        

200800114 金子美鈴(3)                    ｶﾈｺﾐｽｽﾞ                        茨城大               女子   114        

200800115 大塚千穂(2)                    ｵｵﾂｶﾁﾎ                         茨城大               女子   115        

200800116 福島清香(2)                    ﾌｸｼﾏｾｲｶ                        茨城大               女子   116        

200800117 山﨑ひかる(2)                  ﾔﾏｻｷﾋｶﾙ                        茨城大               女子   117        

200800118 山本麻友子(2)                  ﾔﾏﾓﾄﾏﾕｺ                        茨城大               女子   118        

200800119 神山結衣(3)                    ｶﾐﾔﾏﾕｲ                         茨城大               女子   119        

200800120 島田夏純(2)                    ｼﾏﾀﾞｶｽﾐ                        茨城大               女子   120        

200800121 山形菜々子(1)                  ﾔﾏｶﾞﾀﾅﾅｺ                       茨城大               女子   121        

200800122 古田映布(4)                    ﾌﾙﾀﾕｳ                          茨城大               女子   122        

200900201 茂木 万理菜(4)                ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ                       宇都宮大             女子   201            

200900202 鈴木 美緑(4)                  ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ                       宇都宮大             女子   202            

200900203 水谷 彩乃(1)                  ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔﾉ                      宇都宮大             女子   203            

200900204 小林 亜依(1)                  ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ                       宇都宮大             女子   204         

200900205 谷島 和(1)                    ﾔｼﾞﾏ ﾅｺﾞﾐ                      宇都宮大             女子   205         

200900206 藤田 はるか(1)                ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙｶ                       宇都宮大             女子   206         

200900207 佐藤 暖季(1)                  ｻﾄｳ ﾊﾙｷ                        宇都宮大             女子   207         

201000401 川崎 智恵(3)                  ｶﾜｻｷ ﾄﾓｴ                       群馬大               女子   401         

201000402 國安 花菜子(3)                ｸﾆﾔｽ ｶﾅｺ                       群馬大               女子   402         

201000403 田邉 瞳(2)                    ﾀﾅﾍﾞ ｱｲ                        群馬大               女子   403         

201000404 小川 実里(1)                  ｵｶﾞﾜ ﾐｻﾄ                       群馬大               女子   404         



201000405 鹿沼 真鈴(1)                  ｶﾇﾏ ﾏﾘﾝ                        群馬大               女子   405         

201000406 齊藤 あや(3)                  ｻｲﾄｳ ｱﾔ                        群馬大               女子   406         

201000407 鈴木 優花(1)                  ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ                       群馬大               女子   407         

201000408 飯野 綾(3)                    ｲｲﾉ ｱﾔ                         群馬大               女子   408         

201000409 星野 未歩(2)                  ﾎｼﾉ ﾐﾎ                         群馬大               女子   409         

201000410 大和 史織(2)                  ﾔﾏﾄ ｼｵﾘ                        群馬大               女子   410         

201000411 真屋 葉月(2)                  ﾏﾔ ﾊﾂﾞｷ                        群馬大               女子   411         

201000412 田中 実久(1)                  ﾀﾅｶ ﾐｸ                         群馬大               女子   412         

201001001 佐藤 瑞恵(4)                  ｻﾄｳ ﾐｽﾞｴ                       高崎経大             女子  1001         

201001002 風間 瑶望(1)                  ｶｻﾞﾏﾀﾏﾐ                        高崎経大             女子  1002         

201001003 田島 咲華(3)                  ﾀｼﾞﾏ ｻｷｶ                       高崎経大             女子  1003         

201001004 竹川 里穂(1)                  ﾀｹｶﾜ ﾘﾎ                        高崎経大             女子  1004         

201001005 池澤 彩花(3)                  ｲｹｻﾞﾜ ｱﾔｶ                      高崎経大             女子  1005             

201001006 藤田 奈緒(4)                  ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ                        高崎経大             女子  1006             

201001007 渡邊  野乃(2)                  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾉ                       高崎経大             女子  1007             

201001008 窪田  ふれあ(2)                ｸﾎﾞﾀ ﾌﾚｱ                       高崎経大             女子  1008             

201001009 鈴木 歌菫(1)                  ｽｽﾞｷ ｶｽﾐ                       高崎経大             女子  1009             

201100501 小峰 紫緒里(4)                ｺﾐﾈ ｼｵﾘ                        埼玉大               女子   501             

201100502 野口 千慧(4)                  ﾉｸﾞﾁ ﾁｻﾄ                       埼玉大               女子   502             

201100503 松陰 映里(4)                  ﾏﾂｶｹﾞ ｴﾘ                       埼玉大               女子   503             

201100504 江口 琴美(3)                  ｴｸﾞﾁ ｺﾄﾐ                       埼玉大               女子   504             

201100505 鬼塚 玲寧(3)                  ｵﾆﾂﾞｶ ﾚﾅ                       埼玉大               女子   505             

201100506 中村 優希(3)                  ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ                        埼玉大               女子   506             

201100507 田嶋 里音(2)                  ﾀｼﾞﾏ ﾘﾉﾝ                       埼玉大               女子   507             

201100508 早田 純菜(1)                  ﾊﾔﾀ ｼﾞｭﾝﾅ                      埼玉大               女子   508             

201100509 蛭田 結衣(1)                  ﾋﾙﾀ ﾕｲ                         埼玉大               女子   509             

201201101 桝田 結夢(1)                  ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾒ                       千葉大               女子  1101             

201201102 大出 茉穂(1)                  ｵｵｲﾃﾞ ﾏﾎ                       千葉大               女子  1102             

201201103 碓井 茉依(1)                  ｲｼｲ ﾏｲ                         千葉大               女子  1103             

201201104 渡邉 涼花(1)                   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｶ                     千葉大               女子  1104             

201201105 谷 茉利子(1)                  ﾀﾆ ﾏﾘｺ                         千葉大               女子  1105             

201201106 松島 由佳(2)                   ﾏﾂｼﾏ ﾕｶ                        千葉大               女子  1106             

201201107 早笋 彩乃(2)                   ﾊﾔﾀｹ ｱﾔﾉ                       千葉大               女子  1107             

201201108 吉村 彩加(2)                  ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ                       千葉大               女子  1108             

201201109 土田 佳奈(2)                   ﾂﾁﾀﾞ ｶﾅ                        千葉大               女子  1109             

201201110 門脇 真悠(3)                   ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾕ                       千葉大               女子  1110              

201201111 小林 優里(3)                   ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ                       千葉大               女子  1111           

201201112 小坂 奈桜(3)                   ｺｻｶ ﾅｵ                         千葉大               女子  1112           

201201113 二宮 萌々(4)                  ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ                        千葉大               女子  1113           

201201114 大出 佳穂(4)                  ｵｵｲﾃﾞ ｶﾎ                       千葉大               女子  1114           

201201115 萬 優里(4)                     ﾖﾛｽﾞ ﾕﾘ                        千葉大               女子  1115           

201201116 安達 千愛美(4)                 ｱﾀﾞﾁ ﾁｱﾐ                       千葉大               女子  1116           



201201117 荒木 麻理(5)                   ｱﾗｷ ﾏﾘ                         千葉大               女子  1117           

201300801 鈴木 茉生子(2)                ｽｽﾞｷ ﾏｵｺ                       首都大               女子   801          

201300802 三田 優子(1)                  ﾐﾀ ﾕｳｺ                         首都大               女子   802          

201300803 原田 紗衣(1)                  ﾊﾗﾀﾞ ｻｴ                        首都大               女子   803          

201300804 新田 美穂(4)                  ﾆｯﾀ ﾐﾎ                         首都大               女子   804          

201300805 浦郷 愛(3)                    ｳﾗｺﾞｳ ｱｲ                       首都大               女子   805          

201300806 鈴木 亜理紗(3)                ｽｽﾞｷ ｱﾘｻ                       首都大               女子   806          

201300807 石川 優鈴(2)                  ｲｼｶﾜ ﾕﾘ                        首都大               女子   807          

201300808 上加世田 樹奈(3)              ｶﾐｶｾﾀﾞ ｼﾞｭﾅ                    首都大               女子   808          

201300809 石井 里奈(2)                  ｲｼｲ ﾘﾅ                         首都大               女子   809          

201300810 石井 那奈(3)                  ｲｼｲ ﾅﾅ                         首都大               女子   810          

201300811 森 唯(1)                      ﾓﾘ ﾕｲ                          首都大               女子   811          

201300812 山崎 玲奈(2)                  ﾔﾏｻﾞｷ ﾚﾅ                       首都大               女子   812          

201300813 江澤 百萌子(2)                ｴｻﾞﾜ ﾓﾓｺ                       首都大               女子   813          

201300814 鈴木 理央(1)                  ｽｽﾞｷ ﾘｵ                        首都大               女子   814          

201300815 平林 優奈(1)                  ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ                     首都大               女子   815          

201301301 室井 祐里奈(1)                ﾑﾛｲ ﾕﾘﾅ                        電通大               女子  1301          

201301401 三代 あずさ(3)                ﾐｼﾛ ｱｽﾞｻ                       東外大               女子  1401          

201301402 寶田 菜生(3)                   ﾀｶﾗﾀﾞ ﾅｵ                       東外大               女子  1402          

201301403 吉田 紗弥(1)                   ﾖｼﾀﾞ ｻﾔ                        東外大               女子  1403          

201301404 石井 伶海(1)                  ｲｼｲ ﾚﾐ                         東外大               女子  1404          

201301405 竹馬 李星(1)                  ﾁｸﾏ ﾘｾ                         東外大               女子  1405          

201301406 帯刀 春香(3)                  ｵﾋﾞﾅﾀ ﾊﾙｶ                      東外大               女子  1406          

201301407 山本 瑛(3)                    ﾔﾏﾓﾄ ｱｷ                        東外大               女子  1407          

201301408 土井 絵令奈(2)                 ﾄﾞｲ ｴﾚﾅ                        東外大               女子  1408          

201301409 中原 穂波(2)                   ﾅｶﾊﾗ ﾎﾅﾐ                       東外大               女子  1409          

201301410 小林 紗佳(2)                  ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ                      東外大               女子  1410          

201301411 船木 佐紀野(2)                 ﾌﾅｷ ｻｷﾉ                        東外大               女子  1411          

201301501 児島 里菜(M1)                 ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ                        東学大               女子  1501         

201301502 小宮 いつき(1)                ｺﾐﾔ ｲﾂｷ                        東学大               女子  1502          

201301503 田中 里実(4)                  ﾀﾅｶ ｻﾄﾐ                        東学大               女子  1503          

201301504 西村 千明(2)                  ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ                       東学大               女子  1504          

201301505 戸田 圭美(4)                  ﾄﾀﾞ ﾖｼﾐ                        東学大               女子  1505          

201301506 小川 瑞穂(1)                   ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ                      東学大               女子  1506          

201301507 宇喜多 七海(4)                 ｳｷﾀ ﾅﾅﾐ                        東学大               女子  1507          

201301508 中釜 佐和子(2)                ﾅｶｶﾞﾏ ｻﾜｺ                      東学大               女子  1508          

201301509 内山 成実(4)                  ｳﾁﾔﾏ ﾅﾙﾐ                       東学大               女子  1509          

201301510 楠久 美香子(1)                ｸｽｸ ﾐｶｺ                        東学大               女子  1510           

201301511 西川 優衣(1)                  ﾆｼｶﾜ ﾕｲ                        東学大               女子  1511           

201301512 和田 あすか(1)                 ﾜﾀﾞ ｱｽｶ                        東学大               女子  1512           

201301513 川崎 史奈(1)                  ｶﾜｻｷ ﾌﾐﾅ                       東学大               女子  1513           

201301514 澤田 イレーネ(2)              ｻﾜﾀﾞ ｲﾚｰﾈ                      東学大               女子  1514           



201301515 齋藤 日菜乃(2)                 ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾉ                       東学大               女子  1515           

201301516 平原 杏華(1)                   ﾋﾗﾊﾗ ｱｲｶ                       東学大               女子  1516           

201301517 萩原 采以子(2)                ﾊｷﾞﾜﾗ ｻｲｺ                      東学大               女子  1517           

201301518 則本 菜々子(1)                 ﾉﾘﾓﾄ ﾅﾅｺ                       東学大               女子  1518           

201301519 津吹 ｱｲﾘ(M1)                   ﾂﾌﾞｷ ｱｲﾘ                      東学大               女子  1519          

201301520 田中 彩乃(1)                   ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ                        東学大               女子  1520           

201301521 大川 楓(M1)                    ｵｵｶﾜ ｶｴﾃﾞ                     東学大               女子  1521          

201301522 青柳 有香(1)                   ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳｶ                      東学大               女子  1522           

201301523 市岡 奈月(4)                   ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ                       東学大               女子  1523           

201301524 宮地 海希(1)                   ﾐﾔｼﾞ ﾐｷ                        東学大               女子  1524           

201301525 寺尾 千彗(2)                   ﾃﾗｵ ﾁｻﾄ                        東学大               女子  1525           

201301526 田中 亜季(1)                   ﾀﾅｶ ｱｷ                         東学大               女子  1526           

201301527 飯田 詩央(1)                   ｲｲﾀﾞ ｼｵ                        東学大               女子  1527           

201301528 奥村 彩音(1)                   ｵｸﾑﾗ ｱﾔﾈ                       東学大               女子  1528           

201301529 寺中 菜月(1)                   ﾃﾗﾅｶ ﾅﾂｷ                       東学大               女子  1529           

201301530 森西 清華(1)                   ﾓﾘﾆｼ ｻﾔｶ                       東学大               女子  1530           

201301531 高橋 このか(2)                 ﾀｶﾊｼ ｺﾉｶ                       東学大               女子  1531           

201301532 石川 瑛子(3)                   ｲｼｶﾜ ｱｷｺ                       東学大               女子  1532           

201301533 田中 恵子(1)                   ﾀﾅｶ ｹｲｺ                        東学大               女子  1533           

201301534 大竹 祥乃(4)                   ｵｵﾀｹ ﾖｼﾉ                       東学大               女子  1534           

201301535 高橋 佳奈子(3)                 ﾀｶﾊｼ ｶﾅｺ                       東学大               女子  1535           

201301536 芹沢 美紅(4)                   ｾﾘｻﾞﾜ ﾐｸ                       東学大               女子  1536          

201301537 尾張 叶歩(3)                   ｵﾜﾘ ｶﾎ                         東学大               女子  1537          

201301538 羽鳥 遥(4)                     ﾊﾄﾘ ﾊﾙｶ                        東学大               女子  1538          

201301539 利藤 野乃花(4)                 ﾘﾄｳ ﾉﾉｶ                        東学大               女子  1539          

201301601 木原 葉子(2)                  ｷﾊﾗ ﾖｳｺ                        東工大               女子  1601          

201301602 大谷 菜々子(2)                ｵｵﾀﾆ ﾅﾅｺ                       東工大               女子  1602          

201301603 五日市 実侑(3)                ｲﾂｶｲﾁ ﾐｳ                       東工大               女子  1603          

201301604 上田 菜々子(3)                ｳｴﾀﾞ ﾅﾅｺ                       東工大               女子  1604          

201301605 小野 歩(1)                    ｵﾉ ｱﾕﾐ                         東工大               女子  1605          

201301606 山本 遼子(1)                  ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｺ                      東工大               女子  1606          

201301607 川崎 忍(2)                    ｶﾜｻｷ ｼﾉﾌﾞ                      東工大               女子  1607          

201301608 鳥山 夏海(4)                  ﾄﾘﾔﾏ ﾅﾂﾐ                       東工大               女子  1608          

201301609 内山 結芽乃(1)                ｳﾁﾔﾏ ﾕﾒﾉ                       東工大               女子  1609          

201301610 足立 茉優(3)                  ｱﾀﾞﾁ ﾏﾕ                        東工大               女子  1610          

201301611 飯坂 沙奈(1)                  ｲｲｻｶ ｻﾅ                        東工大               女子  1611          

201301701 多田 光里(3)                  ﾀﾀﾞ ﾋｶﾘ                        農工大               女子  1701          

201301702 武藤 直緒(3)                  ﾑﾄｳ ﾅｵ                         農工大               女子  1702          

201301703 岡本 彩奈(2)                  ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ                       農工大               女子  1703          

201301704 松村 悠里(2)                  ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾘ                        農工大               女子  1704          

201301705 赤川 絵里(1)                  ｱｶｶﾞﾜ ｴﾘ                       農工大               女子  1705          

201301706 常盤 千尋(1)                  ﾄｷﾜ ﾁﾋﾛ                        農工大               女子  1706          



201302001 永島 奏子(4)                   ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾅｺ                      津田塾大             女子  2001          

201302002 池田 彩夏(3)                   ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ                       津田塾大             女子  2002          

201302003 高木 沙友里(3)                 ﾀｶｷﾞ ｻﾕﾘ                       津田塾大             女子  2003          

201302004 髙橋 美沙(2)                   ﾀｶﾊｼ ﾐｻ                        津田塾大             女子  2004          

201302005 松岡 妙佳(1)                   ﾏﾂｵｶ ﾀｴｶ                       津田塾大             女子  2005          

201402501 松村 涼(3)                    ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳ                       横市大               女子  2501          

201402502 金子 明未(3)                  ｶﾈｺ ｱﾐ                         横市大               女子  2502          

201402503 鈴木 萌乃香(3)                ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ                       横市大               女子  2503          

201402504 宇都宮 知里(2)                ｳﾂﾉﾐﾔ ﾁｻﾄ                      横市大               女子  2504          

201402505 寺西 千明(2)                  ﾃﾗﾆｼ ﾁｱｷ                       横市大               女子  2505          

201402506 尾崎 真椰(3)                  ｵｻﾞｷ ﾏﾔ                        横市大               女子  2506          

201402507 荒井 優美(1)                  ｱﾗｲ ﾕﾐ                         横市大               女子  2507          

201402508 佐曽利 栞(2)                  ｻｿﾘ ｼｵﾘ                        横市大               女子  2508          

201402601 安西 この実(M1)               ｱﾝｻﾞｲ ｺﾉﾐ                     横国大               女子  2601         

201402602 森岡 美紅(M1)                 ﾓﾘｵｶ ﾐｸ                       横国大               女子  2602         

201402603 池田 文美(4)                  ｲｹﾀﾞ ﾕｷﾐ                       横国大               女子  2603          

201402604 大坪 菜々美(4)                ｵｵﾂﾎﾞ ﾅﾅﾐ                      横国大               女子  2604          

201402605 宮城 朝香(4)                  ﾐﾔｷﾞ ｱｻｶ                       横国大               女子  2605          

201402606 赤木 由布子(3)                ｱｶｷﾞ ﾕｳｺ                       横国大               女子  2606          

201402607 熊谷 妙子(3)                  ｸﾏｶﾞｲ ﾀｴｺ                      横国大               女子  2607          

201402608 北条 与絵(3)                  ﾎｳｼﾞｮｳ ｱﾀｴ                     横国大               女子  2608          

201402609 杉山 菫(2)                    ｽｷﾞﾔﾏ ｽﾐﾚ                      横国大               女子  2609          

201402610 豊田 麗(2)                    ﾄﾖﾀﾞ ｳﾗﾗ                       横国大               女子  2610          

201402611 弘田 来実(2)                  ﾋﾛﾀ ｸﾙｷ                        横国大               女子  2611          

201402612 東 直美(1)                    ｱｽﾞﾏ ﾅｵﾐ                       横国大               女子  2612          

201402613 鴨林 楓奈(1)                  ｶﾓﾊﾞﾔｼ ﾌｳﾅ                     横国大               女子  2613          

201402614 長根 史依(1)                  ﾅｶﾞﾈ ｼｲ                        横国大               女子  2614          

201402615 古谷 夢華(1)                  ﾌﾙﾔ ﾕﾒｶ                        横国大               女子  2615          

201402616 佐々木 知嶺(1)                ｻｻｷ ﾄﾓﾈ                        横国大               女子  2616          

201501901 山口 彩夏(3)                   ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔｶ                      新潟大               女子  1901          

201501902 佐藤 ちはる(4)                 ｻﾄｳ ﾁﾊﾙ                        新潟大               女子  1902          

201501903 小林 杏実(2)                   ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ                       新潟大               女子  1903          

201501904 竹内 夕佳(2)                   ﾀｹｳﾁ ﾕｶ                        新潟大               女子  1904          

201501905 鎌田 有希子(3)                 ｶﾏﾀﾞ ﾕｷｺ                       新潟大               女子  1905          

201501906 長谷川 ときわ(1)               ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｷﾜ                      新潟大               女子  1906          

201501907 市川 瑞穂(4)                   ｲﾁｶﾜ ﾐｽﾞﾎ                      新潟大               女子  1907          

201501908 吉田 知佳子(4)                 ﾖｼﾀﾞ ﾁｶｺ                       新潟大               女子  1908          

201501909 大森 貴恵(4)                   ｵｵﾓﾘ ｷｴ                        新潟大               女子  1909          

201501910 志賀 彩(1)                     ｼｶﾞ ｱﾔ                         新潟大               女子  1910          

201501911 吾妻 佳奈(2)                   ｱﾂﾞﾏ ｶﾅ                        新潟大               女子  1911          

201501927 阿部 大河(3)                   ｱﾍﾞ ﾀｲｶﾞ                       新潟大               男子  1927          

201501928 岡島 佑樹(4)                   ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ                      新潟大               男子  1928          



201501929 蛭田 大和(3)                   ﾋﾙﾀ ﾔﾏﾄ                        新潟大               男子  1929          

201501930 米久保 一樹(3)                 ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ                     新潟大               男子  1930          

201501931 小板橋 拓斗(M1)                ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾀｸﾄ                    新潟大               男子  1931         

201501932 小板橋 遼太(4)                 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ                    新潟大               男子  1932          

201501933 石橋 実学(M1)                  ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾂﾋｻ                    新潟大               男子  1933         

201501934 後藤 昂(3)                     ｺﾞﾄｳ ｺｳ                        新潟大               男子  1934          

201501935 奥村 準哉(3)                   ｵｸﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ                     新潟大               男子  1935          

201501936 西山 忠宏(3)                   ﾆｼﾔﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ                     新潟大               男子  1936          

201501937 宮城 奎太(3)                   ﾐﾔｷﾞ ｹｲﾀ                       新潟大               男子  1937          

201501938 石塚 翔(1)                     ｲｼﾂﾞｶ ｼｮｳ                      新潟大               男子  1938          

201501939 小林 龍平(4)                   ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾍｲ                    新潟大               男子  1939          

201501940 高橋 雄佑(4)                   ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ                      新潟大               男子  1940          

201501941 山賀 幹(4)                     ﾔﾏｶﾞ ﾓﾄｷ                       新潟大               男子  1941          

201501942 木下 大輝(2)                   ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲｷ                      新潟大               男子  1942          

201501943 白倉 幸弥(2)                   ｼﾗｸﾗ ﾕｷﾔ                       新潟大               男子  1943          

201501944 岡田 貴浩(1)                   ｵｶﾀﾞﾀｶﾋﾛ                       新潟大               男子  1944          

201501945 北村 真(1)                     ｷﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ                       新潟大               男子  1945          

201501946 高田 祥太(1)                   ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ                      新潟大               男子  1946          

201501947 萩 尚道(3)                     ﾊｷﾞ ﾅｵﾐﾁ                       新潟大               男子  1947          

201501948 山本 慎(1)                     ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ                       新潟大               男子  1948          

201501949 細金 俊明(4)                   ﾎｿｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ                     新潟大               男子  1949          

201501950 武藤 研太(4)                   ﾑﾄｳ ｹﾝﾀ                        新潟大               男子  1950          

201501951 大木 智博(2)                   ｵｵｷ ﾄﾓﾋﾛ                       新潟大               男子  1951          

201501952 乾 拓哉(1)                     ｲﾇｲ ﾀｸﾔ                        新潟大               男子  1952            

201501953 小川 悟史(2)                   ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ                       新潟大               男子  1953            

201501954 山崎 広河(2)                   ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｶﾞ                     新潟大               男子  1954            

201501955 井上 大志(1)                   ｲﾉｳｴ ﾀｲｼ                       新潟大               男子  1955            

201501956 土田 頼(1)                     ﾂﾁﾀﾞ ﾗｲ                        新潟大               男子  1956            

201501957 渡辺 友也(1)                   ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ                      新潟大               男子  1957            

201501958 阿部 瞭太(2)                   ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ                       新潟大               男子  1958            

201700301 辻井 茉希(1)                  ﾂｼﾞｲ ﾏｷ                        金沢大               女子   301            

201700302 青山 由佳(1)                  ｱｵﾔﾏ ﾕｶ                        金沢大               女子   302            

201700303 原 日菜子(2)                  ﾊﾗ ﾋﾅｺ                         金沢大               女子   303            

201700304 秋田 理沙(3)                  ｱｷﾀ ﾘｻ                         金沢大               女子   304            

201700305 高井 七海(1)                  ﾀｶｲ ﾅﾅﾐ                        金沢大               女子   305            

201700306 佐藤 里香(1)                  ｻﾄｳ ﾘｶ                         金沢大               女子   306            

201901201 石井 佑里菜(4)                ｲｼｲ ﾕﾘﾅ                        都留文大             女子  1201            

201901202 大神田 南海(4)                ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ                     都留文大             女子  1202            

201901203 坂本 奈穂(4)                  ｻｶﾓﾄ ﾅﾎ                        都留文大             女子  1203            

201901204 佐野 知奈美(4)                ｻﾉ ﾁﾅﾐ                         都留文大             女子  1204            

201901205 西海 ひなた(4)                ﾆｼｳﾐ ﾋﾅﾀ                       都留文大             女子  1205            

201901206 林田 小葉(4)                  ﾊﾔｼﾀﾞ ｻﾖ                       都留文大             女子  1206            



201901207 松本 沙耶子(4)                ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｺ                       都留文大             女子  1207            

201901208 石井 彩(3)                    ｲｼｲ ｱﾔ                         都留文大             女子  1208            

201901209 泉田 怜恵(3)                  ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｻﾄｴ                     都留文大             女子  1209            

201901210 堅田 悠希(3)                  ｶﾀﾀ ﾕｳｷ                        都留文大             女子  1210            

201901211 池山 知佳(2)                  ｲｹﾔﾏ ﾁｶ                        都留文大             女子  1211            

201901212 笹原 由香(2)                  ｻｻﾊﾗ ﾕｶ                        都留文大             女子  1212            

201901213 髙橋 砂里奈(2)                ﾀｶﾊｼ ｻﾘﾅ                       都留文大             女子  1213            

201901214 髙橋 笑子(2)                  ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺ                      都留文大             女子  1214            

201901215 中川 亜実(2)                  ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾐ                       都留文大             女子  1215            

201901216 西内 美香子(2)                ﾆｼｳﾁ ﾐｶｺ                       都留文大             女子  1216            

201901217 平賀 美波(2)                  ﾋﾗｶﾞ ﾐﾅﾐ                       都留文大             女子  1217            

201901218 川口 美聡(1)                  ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｻﾄ                      都留文大             女子  1218            

201901219 鈴木 悠香(1)                  ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ                       都留文大             女子  1219            

201901220 高橋 幸子(1)                  ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ                       都留文大             女子  1220            

201901221 田中 日向子(1)                ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ                        都留文大             女子  1221            

201902401 水野 佑香(1)                  ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｶ                      山梨大               女子  2401            

201902402 富岡 綾菜(4)                  ﾄﾐｵｶ ｱﾔﾅ                      山梨大               女子  2402            

201902403 中矢 亜有実(3)                ﾅｶﾔ ｱﾕﾐ                       山梨大               女子  2403            

201902404 名取 万智(2)                  ﾅﾄﾘ ﾏﾁ                        山梨大               女子  2404            

201902405 衣川 沙希(4)                  ｷﾇｶﾞﾜ ｻｷ                      山梨大               女子  2405            

202000901 榊原 南実(M1)                 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ                     信州大               女子   901           

202000902 長澤 妙(1)                    ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ                       信州大               女子   902            

202000903 室伏 真奈(1)                  ﾑﾛﾌｼ ﾏﾅ                        信州大               女子   903            

202000904 大澤 由依(1)                  ｵｵｻﾜ ﾕｲ                        信州大               女子   904            

202000905 佐伯 悠里香(4)                ｻｴｷ ﾕﾘｶ                        信州大               女子   905            

202000906 井川 遥菜(1)                  ｲｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ                       信州大               女子   906            

202000907 小野塚 未夏(2)                ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ                       信州大               女子   907            

202000908 栗空 亜沙美(2)                ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ                      信州大               女子   908            

202200601 土屋 希穂(2)                  ﾂﾁﾔ ｷﾎ                         静岡大               女子   601            

202200602 相澤 蘭(1)                    ｱｲｻﾞﾜ ﾗﾝ                       静岡大               女子   602            

202200603 矢崎 晴子(2)                  ﾔｻﾞｷ ﾊﾙｺ                       静岡大               女子   603            

202200604 鈴木 結花(2)                  ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ                       静岡大               女子   604            

202200605 藤浪 茉央(2)                  ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｵ                       静岡大               女子   605            

202200606 西山未萌沙(3)                  ﾆｼﾔﾏ ﾐﾓｻﾞ                      静岡大               女子   606            

202200607 米澤 詩織(2)                  ﾖﾅｻﾞﾜ ｼｵﾘ                      静岡大               女子   607            

202200608 天羽 桜子(1)                  ｱﾓｳ ｻｸﾗｺ                       静岡大               女子   608            

202200609 芝田 凪沙(1)                  ｼﾊﾞﾀ ﾅｷﾞｻ                      静岡大               女子   609            

202200610 那須野 実穂(3)                ﾅｽﾉ ﾐﾎ                         静岡大               女子   610            

202200611 深澤 花香(4)                  ﾌｶｻﾞﾜ ﾊﾙｶ                      静岡大               女子   611            

202200612 加藤 楓(2)                    ｶﾄｳ ｶｴﾃﾞ                       静岡大               女子   612            

202200613 金森 彩葉(2)                  ｶﾅﾓﾘ ｱﾔﾊ                       静岡大               女子   613            

202200614 坂本 唯(1)                    ｻｶﾓﾄ ﾕｲ                        静岡大               女子   614            



202200615 市川 くるみ(1)                ｲﾁｶﾜ ｸﾙﾐ                       静岡大               女子   615            

202200616 萩原 那緒(1)                  ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅｵ                       静岡大               女子   616            

202200617 池谷 菜摘(1)                  ｲｹﾔ ﾅﾂﾐ                        静岡大               女子   617            

202200701 渡辺 優衣(M1)                 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ                      静岡県大             女子   701           

202200702 馬込 千帆(3)                  ﾏｺﾞﾒ ﾁﾎ                        静岡県大             女子   702            

202200703 三浦 菜穂(2)                  ﾐｳﾗ ﾅﾎ                         静岡県大             女子   703            

202302701 清水 夏波                     ｼﾐｽﾞ ﾅﾅﾐ                      名市大               女子  2701           

202302702 小泉 加緒莉                   ｺｲｽﾞﾐ ｶｵﾘ                     名市大               女子  2702           

202302703 熊谷 エミリ                   ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐﾘ                     名市大               女子  2703           

202402201 小林 愛実(4)                  ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ                       三重大               女子  2201            

202402202 千賀 有季乃(4)                ｾﾝｶﾞ ﾕｷﾉ                       三重大               女子  2202            

202402203 西尾 美早紀(3)                ﾆｼｵ ﾐｻｷ                        三重大               女子  2203            

202402204 西田 圭那(2)                  ﾆｼﾀﾞ ｶﾅ                        三重大               女子  2204            

202402205 中川 晴菜(2)                  ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ                      三重大               女子  2205            

202402206 丹羽 智未(2)                  ﾆﾜ ﾄﾓﾐ                         三重大               女子  2206            

202402207 木俣 穂香(1)                  ｷﾏﾀ ﾎﾉｶ                        三重大               女子  2207            

202402208 太田 千夏(1)                  ｵｵﾀ ﾁﾅﾂ                        三重大               女子  2208            


