
名前 所属 E カード
東條一矢 レンタル
窪田尚己 日本酒Run学会 レンタル
富田朝美 日本酒Run学会 レンタル

阿部　吉朗 Club阿闍梨＆薄皮 レンタル
山浦聡 TSUKUBA CITY BOYZ レンタル

大澤侑一 TSUKUBA CITY BOYZ レンタル
笹崎良夫 ＡＫＴＩＯ横浜 レンタル
釘嶋岳幸 冬のリビエラ レンタル
嵯峨宏子 レンタル
大林俊彦 大阪ＯＬＣ 173280
中井智規 京葉OLクラブ 410188
新見和教 チームちょるる レンタル
小林遼 30期 92739
木村聡 Club阿闍梨 レンタル

石坂翼樹 チームR 200738
村越久子 静岡OLC 483347
赤井章吾 東北大OLC 200417

佐藤俊太郎 東北大OLC 200541
廣嶋和貴 東北大OLC 200624
細正隆 東北大OLC 189938

滝川真弘 東北大OLC 189899
新井喬之 東北大OLC 200420

酒井啓一郎 東北大OLC レンタル
橋本航汰 東北大OLC 189917
坂本譲 東北大OLC 200537

照井雄大 東北大OLC 189900
堀江優貴 東北大OLC 200628
齋藤真 東北大OLC 200769

富田涼介 東北大OLC レンタル
関根直紀 東北大OLC 200576

宮西優太郎 東北大OLC 171749
吉川拓寿 東北大OLC 189817
石上朗 東北大OLC 200428

新井梨子 東北大OLC 189758
小松栄輝 東北大OLC 189836
清水敬太 東北大OLC 189845
八木颯 東北大OLC 200681

佐藤雄太郎 東北大OLC 189697
五月女貴平 東北大OLC 161238
村杉英昭 東北大OLC 189953
藤生考志 東京ＯＬクラブ 413328
中野雅之 東大OB 158576
山上大智 OLK30期 レンタル
石輪健樹 OLK31期 レンタル
田邉拓也 松島彩夏ファンクラブ レンタル
結城克哉 OLK32期 183162
真保陽一 B&B 150109
鈴木良広 OLK33期 168956
糸賀翔大 OLK34期 レンタル
小島拓也 OLK34期 168968
森竜生 横浜ＯＬ 198766

第37回東大大会エントリーリスト スプリント

※5月13日時点でのすべてのお申込みいただいた方のデータを反映しています。
 　エントリーリストの内容についてご質問等ございましたら、
 　お手数おかけしますが、37th_entry@comp.olk.jp　までご連絡ください。



井上仁 OLCレオ 172702
桜井創 阪大OLC 196081

秋山周平 阪大OLC 196084
築地孝和 神大OLK 196100
近藤吉史 阪大OLC 209685
安永悦世 奈良女OLC レンタル
佐東一輝 千葉大OC 185398
大橋晴彦 杏友会4期 182349

五味あずさ 金大OLC 208454
島根崇志 筑波大学 84006
稲田優幸 茨大OLD 210527
伊藤夏生 ES関東 レンタル
池田匠 レンタル
池田博 方向音痴会 レンタル

田代雅之 静岡OLC 198842
木村耕平 入間市OLC 83105
今泉正喜 ときわ走林会 レンタル
小泉知貴 KOLC 196709
橘孝祐 KOLC 210037

上妻紅音 KOLC 196708
小澤翔 KOLC 196675

和田康次郎 KOLC 196671
田中創士 KOLC 196659
千葉悠斗 KOLC 196641
大類茉美 KOLC 196344

久保田皓貴 KOLC 195993
立川大輝 KOLC 184906
晝間悠生 KOLC 184899
土屋和輝 KOLC 184896

皆川美紀子 みちの会 158572
杉本光正 ＥＳ関東クラブ 483405
杉本真木 ＥＳ関東クラブ レンタル
蛭田晃仁 ときわ走林会 483356
笠間悠輔 KASAMA レンタル
高橋稔弥 岩手大学OLC レンタル
石井亘 テレインから100m先 411164

小野澤清楓 群馬大学 200463
立川悠平 新潟県協会 レンタル
長友悠 OLK34期 196650

宮本忠雄 レンタル
高橋明美 サン・スーシ レンタル
堀田遼 杏友会 210012

山本賀彦 OLP兵庫 483420
石井龍男 千葉OLK 409862
田口敏夫 171759
伊東博司 広島OLC 412475
天明英之 東京OLクラブ 412182
高見博道 OPC43 レンタル
松澤俊行 松塾 レンタル
林俊太 粘る技巧派 199364
町井稔 長野県協会 483414

中安正弘 春日部OLC 146723
斎藤英之 川越OLC 210198
根本雅昭 東京OLクラブ レンタル
八神遥介 ときわ走林会 レンタル
中澤寛典 うつのみや 180034
西名慧史 ときわ走林会 139816
尾崎弘和 トータス 84922
鳥居正 鳩の会 レンタル



白石祐太 北大OLC レンタル
西田竜葵 北大OLC レンタル

松本龍之介 北大OLC レンタル
浜野奎 KOLC 184870
宮下旺 KOLC 184783
伊藤樹 KOLC 184890

森元駿介 KOLC 161307
杉嵜晏香 KOLC 168865
淺田侑子 KOLC 168875
吉澤佳帆 KOLC 168876

佐々木克海 岩手大学OLC 171596
藤原大樹 岩手大学OLC 171603
尾形季彦 岩手大学OLC 171606
高久匠 岩手大学OLC 171800

田口茂樹 岩手大学OLC 173281
帷子大貴 岩手大学OLC 180554

松田沙也加 岩手大学OLC 171605
藤田麻矢 岩手大学OLC 180541
齋藤里紗 岩手大学OLC レンタル


