
最終更新日 2014年5月28日

スタート時刻 氏名 所属 Eカード 2本目
スタート時刻 氏名 所属 Eカード 2本目 11:23 真保陽一 B&B 150109 ○

10:30 神山綾 京葉OLクラブ レンタル 11:24 神山康 京葉OLクラブ レンタル ○
10:31 江橋忠郎 調布市WR協会 レンタル 11:25 高村卓 上尾OLクラブ 198768
10:32 中原信一 大阪ＯＬＣ 173234 ○ 11:26 尾形季彦 岩手大学OLC 171605
10:33 氏家円佳 岩手県立olc レンタル 11:27 燧暁彦 杏友会 182500
10:34 江橋真由美 調布市WR協会 レンタル 11:28 松本佳也 北大OLC4年目☆ レンタル ○
10:35 藤田麻矢 岩手大学OLC 180895 11:29 伊東博司 広島OLC 412475 ○

11:30 樋口広樹 岩手県立olc レンタル
11:31 山本淳史 B&B レンタル ○
11:32 青木洸則 北大OLC レンタル ○

スタート時刻 氏名 所属 Eカード 2本目 11:33 森竜生 横浜OL 198766
10:36 岩本拓巳 横浜市大OB レンタル 11:34 土田稔泰 岩手県立olc レンタル
10:37 橘孝祐 横浜国立大学 196669 ○ 11:35 八神遥介 青葉会 レンタル ○
10:38 池田博 方向音痴会 レンタル 11:36 高橋猛 ﾜﾝﾀﾞﾗｰｽﾞ 410172 ○
10:39 吉澤雄大 KOLC レンタル 11:37 小泉辰喜 東京ＯＬクラブ 196185 ○
10:40 町井稔 長野県協会 483414 ○ 11:38 小林二郎 入間市OLC 409787 ○
10:41 西方美羽 北大OLC レンタル ○ 11:39 泉修平 北大OLC レンタル ○
10:42 池田玲子 レンタル 11:40 丸藤純 ときわ走林会 77016
10:43 小向和希 岩手大学OLC 171800 11:41 明石五郎 春日部OLC 198765
10:44 赤井秀和 静岡OLC 412190 ○ 11:42 塚越航 東エ大OLT 180781 ○
10:45 岡本仁志 北大OLC レンタル ○ 11:43 岡本隆之 ＯＬＰ兵庫 189850
10:46 池田匠 レンタル 11:44 石野夏幹 B&B 196612 ○
10:47 林龍之介 北大OLC レンタル ○ 11:45 山本陽子 ES関東C 408454
10:48 小野澤清楓 群馬大学 レンタル ○ 11:46 吉岡梨花子 北大OLC レンタル ○
10:49 大川三千雄 調布市WR協会 401550 ○ 11:47 塚澤謙士郎 岩手県立olc レンタル
10:50 小林重信 ときわ走林会 レンタル 11:48 松下睦生 京大OLC 114665 ○
10:51 堀田遼 杏友会 161314 ○ 11:49 半田博子 博多OLC レンタル ○
10:52 君成田智裕 岩手大学OLC 180556 11:50 vacant

10:53 井口良範 高崎OLC レンタル 11:51 齋藤英之 川越OLC レンタル
10:54 細淵晃平 B＆B 196646 ○ 11:52 内藤一平 京大OLC レンタル ○
10:55 山本紗穏里 横浜国立大学 レンタル ○ 11:53 半田太郎 博多OLC レンタル ○
10:56 寺垣内航 京葉OLクラブ 189724 ○ 11:54 高久匠 岩手大学OLC 171710
10:57 藤生考志 東京OLクラブ 412628 ○ 11:55 森川正己 172471
10:58 杉本光正 ES関東クラブ 483405 ○ 11:56 小原りら 岩手県立olc レンタル
10:59 田口茂樹 岩手大学OLC 171735 11:57 山岸麟太郎 北大OLC(仮) レンタル ○
11:00 関野賢二 YTC78 レンタル 11:58 原野幸男 所沢ＯＬＣ 171793
11:01 高橋厚 多摩ＯＬ 483410 11:59 青木俊之 練馬OLC 410403
11:02 山本博司 ES関東C 412158 12:00 小川敏郎 調布市ＷＲ協会 レンタル ○
11:03 川田将太 音ノ木坂学院OLC レンタル 12:01 大林俊彦 大阪ＯＬＣ 173280 ○
11:04 今泉正喜 ときわ走林会 レンタル ○
11:05 小林遼 渋谷で走る会 92739 ○
11:06 中安正弘 春日部OLC 146723
11:07 結城克哉 トータス 183162 ○
11:08 白石裕太 北大OLC レンタル ○
11:09 佐々木克海 岩手大学OLC 171595
11:10 今井信親 ワンダラーズ 198772
11:11 宇川裕亮 杏友会 146678 ○
11:12 三谷洋介 鞍部同好会 レンタル ○
11:13 遠山文規 OLP兵庫 レンタル
11:14 池田純也 鞍部同好会 183062 ○
11:15 昆野郁 北大OLC レンタル ○
11:16 酒井克明 調布市WR協会 401710 ○
11:17 遠山加奈子 レンタル
11:18 冨家遼子 丘の上 レンタル
11:19 外谷崚 岩手大学OLC 171596
11:20 渡辺円香 ES関東C 77045 ○
11:21 福田雅秀 川越OLC 190125 ○
11:22 土井洋平 群馬県太田市 レンタル

2本目は毎分30秒にフリースタートで行います。

Middle

Long

Long

第36回東大OLK大会前日イベント スタートリスト


