
スタート時間 ゼッケン 氏名 所属 Ｅｃａｒｄ番号
髙橋　忠大 浦和高校２年 レンタル
小林　直登 桐朋高等学校２年 183064
小森　直人 桐朋高等学校２年 レンタル
佐藤　隆 桐朋高等学校１年 196710

田中　達樹 桐朋高等学校２年 レンタル
都甲　泰弘 桐朋高等学校１年 レンタル
友田　賢吾 桐朋高等学校２年 レンタル
原　万尋 桐朋高等学校２年 185397

和佐田　祥太朗 東海高校３年 190175
石田　倫啓 東海高校２年 190185

祖父江　有祐 東海高校１年 190186
岡嶋　隆太 東海高校２年 190187
梅本　航聖 東海高校２年 190188
宮嶋　大輔 東海高校２年 198865
田村　尚也 東海高校１年 198866
服部　柾宏 東海高校１年 198868
小崎　舜真 麻布高校２年 200418
長澤　徳英 麻布高校２年 196118
横山　一石 麻布高校２年 196119
市川　智基 麻布高校１年 196126
根岸　健仁 麻布高校１年 210117
根岸　龍宏 麻布高校１年 196128

スタート時間 ゼッケン 氏名 所属 Ｅｃａｒｄ番号
12:01 101 迫田　勝太 桐朋中学校３年 レンタル
12:03 102 森清　星也 東海中学校３年 226104
12:05 103 大久保　寧雄 麻布中学３年 196129
12:07 104 片岡　勇仁 東海中学校２年 226106
12:09 105 岡崎　盛 岡山白陵中学校2年 223039
12:11 106 福井　陽貴 加西中学校１年 レンタル
12:13 107 金子　隼人 麻布中学３年 1995997
12:15 108 寺嶋　謙一郎 小松川第二中学校１年 200521
12:17 109 国沢　琉 筑附中２年 レンタル
12:19 110 高橋　宏太郎 桐朋中学校３年 レンタル
12:21 111 石神　孝樹 東海中学校２年 226105
12:23 112 久保木　航 麻布中学３年 195998
12:25 113 折橋　旺 麻布中学３年 195999
12:27 114 園部　仁士 桐朋中学校３年 レンタル

スタート時間 氏名 所属 Ｅｃａｒｄ番号
10:30 由木　孝尚 浦和高校２年 レンタル
10:32 齋藤　佳大 浦和高校１年 レンタル
10:34 羽田　拓真 東海高校１年 198869
10:36 須藤　佑介 浦和高校２年 レンタル
10:38 成松　陽 浦和高校２年 レンタル
10:40 中川　豪 東海高校１年 226103
10:42 真下　宙樹 浦和高校１年 レンタル
10:44 田村　太陽 浦和高校１年 レンタル
10:46 西田　浩希 桐朋高等学校２年 レンタル
10:48 久保田　宙志 浦和高校２年 レンタル
10:50 烏野　祐作 浦和高校２年 レンタル
10:52 中村　諒 桐朋高等学校２年 レンタル
10:54 猪股　正裕 浦和高校１年 レンタル

ＭＳクラス

ＪＭＥクラス
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10:56 津田　泰裕 麻布高校１年 レンタル
10:58 植木　誠 浦和高校１年 レンタル
11:00 塩田　拓輝 麻布高校１年 レンタル
11:02 山崎　大聖 麻布高校１年 レンタル
11:04 馬場　啓 麻布高校２年 196104
11:06 満山　怜音 浦和高校２年 レンタル
11:08 関口　洋平 桐朋高等学校１年 210009
11:10 下鳥　翔平 浦和高校１年 レンタル
11:12 平井　啓裕 麻布高校１年 レンタル
11:14 吉澤　秀郁 浦和高校２年 レンタル
11:16 宮谷　飛王 麻布高校１年 レンタル
11:18 熊倉　幸大 浦和高校２年 レンタル
11:20 伊藤　多朗 浦和高校１年 レンタル
11:22 古賀  剛司 麻布高校１年 レンタル
11:24 田中　寛紀 浦和高校１年 レンタル
11:26 久下　貴嗣 浦和高校２年 レンタル
11:28 安江　将貴 浦和高校１年 レンタル
11:30 宮腰　敦 浦和高校１年 レンタル

スタート時間 氏名 所属 Ｅｃａｒｄ番号
10:31 千坂　美瑞希 麻布中学３年 レンタル
10:33 細谷　崇文 桐朋中学校２年 レンタル
10:35 岩味　桜祐 東海中学校３年 226198
10:37 細野　陸 桐朋中学校２年 レンタル
10:39 横瀬　紀 桐朋中学校２年 レンタル
10:41 竹島　雅文 東海中学校２年 226208
10:43 深石　大 東海中学校２年 226209
10:45 安原　佳祐 桐朋中学校３年 レンタル
10:47 山見　泰輝 麻布中学２年 レンタル
10:49 渡部　司 麻布中学３年 レンタル
10:51 神田　武瑛 桐朋中学校３年 レンタル

スタート時間 氏名 所属 Ｅｃａｒｄ番号
10:31 君島　健太 桐朋高等学校１年 レンタル
10:33 外山　隼也 桐朋高等学校１年 レンタル
10:35 大木　翔太郎 桐朋高等学校１年 レンタル
10:37 吉野　達也 桐朋高等学校１年 レンタル
10:39 井上　拓紀 桐朋高等学校１年 レンタル

スタート時間 氏名 所属 Ｅｃａｒｄ番号
10:30 伊藤　悠真 桐朋中学校１年 レンタル
10:32 森　創之介 東海中学校１年 226212
10:34 中野渡　康太朗 桐朋中学校２年 レンタル
10:36 小林　幸太郎 桐朋中学校２年 レンタル
10:38 木下　修吾 桐朋中学校１年 レンタル
10:40 吉田　健人 桐朋中学校３年 レンタル
10:42 須藤　優人 桐朋中学校１年 レンタル
10:44 山本　克拓 桐朋中学校１年 レンタル
10:46 八木　智寛 桐朋中学校１年 レンタル
10:48 柴田　日向 桐朋中学校１年 レンタル
10:50 森本　裕冴 桐朋中学校２年 レンタル
10:52 小路　仁和 桐朋中学校２年 レンタル
10:54 一力　直太郎 桐朋中学校１年 レンタル
10:56 塩野　遼介 桐朋中学校２年 レンタル
10:58 青木　祐人 桐朋中学校２年 レンタル
11:00 屋敷　龍吾 桐朋中学校１年 レンタル
11:02 奥村　尚史 桐朋中学校１年 レンタル
11:04 西河　伶 麻布中学３年 レンタル
11:06 中村　晃 東海中学校１年 226211
11:08 楠　義矢 桐朋中学校１年 レンタル
11:10 関谷　祐生 桐朋中学校２年 レンタル
11:12 金子　泰樹 桐朋中学校１年 レンタル
11:14 富田　暁 桐朋中学校２年 レンタル
11:16 早川　正真 東海中学校１年 226210

ＪＭＦクラス
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