
＜女子＞ 2013.6.18現在
レースNo 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日

71 山本 奈央 やまもと なお 愛知県協会 22 1991/02/23
72 淵上 翔子 ふちがみ しょうこ 東京ヴェルディ（東京） 22 1990/10/22
73 恒川 由衣 つねかわ ゆい チームケンズ京都（学連） 18 1994/06/29
74 知花 果林 ちばな かりん 沖縄県連合 21 1992/05/21
75 福田 慶 ふくだ けい 日本大学／学連 21 1992/04/24
76 忽滑谷 英美 ぬかりや えみ 学習院大学／学連 20 1992/10/08
77 奥脇 早織 おくわき さおり 日本体育大学／学連 21 1991/11/25
78 境 優希 さかい ゆうき 長崎県協会 22 1990/07/19
79 酒井 美貴 さかい みき 順天堂大学／学連 22 1991/05/23
80 佐藤 志帆 さとう しほ 福島県協会 19 1993/11/09

＜男子＞
レースNo 氏名 ふりかな 所属 年齢 生年月日

1 古谷 純平 ふるや じゅんぺい ロンドスポーツ・チームブレイブ（学連） 22 1991/05/18
2 遠藤 樹 えんどう たつき トヨタ車体（愛知） 23 1990/03/04
3 生田目 颯 なまため はやて 宇都宮村上塾（栃木） 18 1994/08/12
4 池 隆礼 いけ たかゆき 沖縄県連合 21 1991/08/27
5 小林 晃久 こばやし あきひさ 龍谷大学／学連 20 1992/10/09
6 須々田 一聖 すすた いっせい 東北大学／学連 21 1991/07/15
7 山下 陽裕 やました ようすけ 立教大学／学連 20 1993/06/12
8 安藤 佑介 あんどう ゆうすけ 日本体育大学／学連 21 1992/01/24
9 勝目 理 かつめ まろむ 日本体育大学／学連 20 1992/09/14
10 神山 和哉 かみやま かずや 東北大学／学連 20 1992/12/14
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10 神山 和哉 かみやま かずや 東北大学／学連 20 1992/12/14
11 古謝 孝明 こじゃ たかあき 北海道薬科大学／学連 18 1994/12/24
12 阿部 幹也 あべ みきや 国士舘大学／学連 20 1993/04/15
13 井上 隼輔 いのうえ しゅんすけ 広島大学／学連 21 1992/06/12
14 吉野 順久 よしの のりひさ 国士舘大学／学連 19 1993/09/01
15 原 恭平 はら きょうへい 日本体育大学／学連 21 1992/05/21
16 古川 拓 ふるかわ たく 立命館大学／学連 19 1993/08/19
17 寺澤 光介 てらさわ こうすけ 日本体育大学／学連 19 1994/03/07
18 小田倉 真 おだくら まこと 日本体育大学／学連 19 1993/07/20
19 森口 雅之 もりぐち まさゆき 立命館大学／学連 20 1993/03/08
20 森田 芳彦 もりた よしひこ 広島大学／学連 21 1992/05/09
21 青木 一磨 あおき かずま 神奈川県連合 22 1991/01/23
22 前田 健登 まえだ けんと 近畿大学／学連 19 1993/08/04
23 大塚 裕貴 おおつか ゆうき 立命館大学／学連 20 1993/02/14
24 頭川 天洋 ずかわ てんよう 東北大学／学連 19 1993/11/12
25 木村 文也 きむら ふみや 近畿大学／学連 20 1992/07/24


