
トータスナイトリレー エントリーリスト 
チーム名 正規区分 1 走 2 走 3 走 4 走 5 走 伴走 

入間市 OLC 正規 1011 新隆徳 1012 水嶋直子 1013 山下智久 1014 井上博人 1015 弓削田槙一 - - 

岩手大学 OLC 正規 1021 高久匠 1022 若山映令彩 1023 佐藤世帆 1024 重石尚樹 1025 君成田智裕 - - 

OLC ルーパー 正規 1031 嶋岡雅浩 1032 菅谷裕志 1033 前田悠作 1034 横山理恵 1035 谷川友太 1036 菅谷裕志 

長野県 A 正規 1041 町井稔 1042 豊沢吉弥 1043 木村佳司 1044 倉澤勝美 1045 谷口彰登 - - 

つばめ会-A 正規 1051 佐藤大樹 1052 井上舞 1053 吉川輝 1054 山本剛史 1055 戸上直哉 - - 

OLT 夜の部 正規 1061 中谷鴻太 1062 後藤奈々 1063 田口滉一 1064 武田悠作 1065 桑原恒平 1066 大倉峻吾 

朱雀 OK-A 正規 1071 加納尚子 1072 高橋摩帆 1073 伊藤陵 1074 久米航 1075 石黒文康 - - 

OLK36th 選抜 正規 1081 猪俣祐貴 1082 田中圭 1083 田中大貴 1084 大西正倫 1085 橋本知明 - - 

最高の同期(夜の部) 正規 1091 増田七彩 1092 和田郁佳 1093 榎智弘 1094 山口雄太 1095 山口雅裕 - - 

筑波大学 39 期 正規 1101 林浩平 1102 上田聖也 1103 谷田幸隆 1104 直井萌香 1105 田中基成 1106 松本直大 

mek「お前にはやらん」 正規 1121 岩井龍之介 1122 豊國郁人 1123 福岡憲彦 1124 実藤俊太 1125 佐野萌子 - - 

ときわ走林会カシオペア 正規 1131 稲田優幸 1132 宮城島俊太 1133 石松純 1134 常住沙織 1135 西名慧史 - - 

裏日本選抜 正規 1141 村田祐貴 1142 橘詰莉子 1143 山本遼平 1144 高橋祐貴 1145 立川悠平 - - 

チーム東海 正規 1151 南河駿 1152 守屋舞香 1153 澤田陸 1154 澤田潤 1155 近藤康満 - - 

茨城大学 オープン 1111 杉原輝俊 1112 七五三碧 1113 座波朝輝 1114 奥尾優里 1115 盤野晶士 - - 

京葉 OL クラブ オープン 1161 寺垣内航 1162 松崎崇志 1163 中井智規 1164 阿部稜 1165 尾崎弘和 - - 

ときわ走林会オリオン オープン 1171 蛭田晃仁 1172 小林重信 1173 秦井宙輝 1174 鳥居正 1175 松井俊一 - - 

夜逃げ OLK オープン 2011 三村公人 2012 北村康朗 2013 遠藤近真 2014 櫻井創 2015 築地孝和 - - 

今夜もハッスル OLC オープン 2021 岩城大行 2022 川島聖也 2023 稲岡雄介 2024 光川凌 2025 秋山周平 - - 

百鬼夜行 OLC オープン 2031 清川祐樹 2032 硲田捷将 2033 佐藤真吾 2034 杉田隆太朗 2035 木村雄大 - - 

ナイト O 大好き変人 オープン 2041 木村洋介 2042 木村洋介 2043 木村洋介 2044 木村洋介 2045 木村洋介 - - 

早大 OC（有賀いません）2！！ オープン 2051 中村茉奈 2052 高村利奈 2053 久野公愛 2054 見目憲秋 2055 柴沼健 - - 

つばめ会-B オープン 2061 坪居大介 2062 高野圭司 2063 長坂侑亮 2064 根岸岳 2065 吉田真悟 - - 

KOLA オープン 2071 中村憲 2072 奥田浩生 2073 前田春正 2074 久松健悟 2075 平山友啓 2076 横田実 

みりん愛好会 オープン 2081 村瀬貴紀 2082 中村里奈 2083 那須圭祐 2084 宮田優花 2085 松崎崇志 - - 

ワンダラーズ オープン 2091 伊藤清 2092 今井信親 2093 伊藤清 2094 今井信親 2095 茅野耕治 - - 

シン・ボンボ オープン 2101 平山遼太 2102 植田翔大 2103 瀬川出 2104 桑原大樹 2105 木島佑輔 - - 

フクイキュンと愉快な仲間たち オープン 2111 粂潤哉 2112 平野光 2113 中野喬博 2114 刀根大輔 2115 田中翔大 - - 

夜のなるにゃんファンクラブ オープン 2121 山川登 2122 中丸祝子 2123 前中脩人 2124 石神愛美 2125 岡遼汰郎 2126 小村彩葵 

夜の西田財閥 オープン 2131 新田見優輝 2132 河本将樹 2133 西田成佑 2134 斉田圭吾 2135 平山遼太 2136 新田見優輝 

チーム K オープン 2141 西田成佑 2142 高坂州 2143 高見澤翔一 2144 塚田恵理 2145 種市雅也 2146 田中圭 

のぼりー応援団 オープン 2151 比企野純一 2152 海老原稜大 2153 大橋陽樹 2154 鹿野梨佳子 2155 山川登 2156 増田七彩 

筑波大学 40 期 オープン 2161 藤倉真太郎 2162 渡辺健太郎 2163 小林大悟 2164 今堀仁成 2165 河渡智史 - - 

ysok「もえきを下さい」 オープン 2171 瀬尾峻汰 2172 福山亮部 2173 床尾瑛 2174 小池椋介 2175 吉岡英晃 - - 

京都 OLC オープン 2181 松下睦生 2182 大岩正裕 2183 西村徳真 2184 田中宏明 2185 安中勇大 - - 


