
午後の部 スプリントリレー 

12/14現在、スプリントリレー44チーム、 

スプリント（個人）に 27人のエントリーをいただいております。 

不備等のお問合せは以下のアドレスまでお送りください。 

kolc6thcomp■gmail.com (■→@) 運営責任者 櫻井 

 

MA  24 チーム   

チーム名 走順 氏名 所属 SI カード番号 

丘の上 over150 

1 小河原成哲 丘の上 レンタル 

2 小泉辰喜 丘の上 7205586 

3 中島克行 丘の上 レンタル 

横浜 OL クラブ 

1 飯野雅人 横浜 OLC レンタル 

2 石塚脩之 横浜 OLC レンタル 

3 森竜生 横浜 OLC 7205585 

方向音痴会 IC2 年時 

メダリスト 

1 吉田勉 方向音痴会 レンタル 

2 桜井剛 方向音痴会 2078585 

3 池田博 方向音痴会 レンタル 

カンピロバクターズ 

1 瀬尾峻太 京大 OLC レンタル 

2 赤井章吾 東北大 OLC レンタル 

3 築地孝和 神大 OLC レンタル 

杏友会（祝 23 歳） 

1 福井悠太 OLK35th レンタル 

2 宮川早穂 OLK35th 438953 

3 祐谷大輝 OLK35th レンタル 

杏友会（対官公庁コンプ

ラ遵守） 

1 衣川浩輔 OLK35th レンタル 

2 大久保宗典 OLK35th レンタル 

3 村川拓也 OLK35th レンタル 

杏友会（村吉） 

1 村吉諄之 OLK35th レンタル 

2 大井真 OLK35th レンタル 

3 上松遼 OLK35th レンタル 

丘の上 18 期 

1 菅俊之 丘の上 レンタル 

2 小寺実 丘の上 レンタル 

3 高橋和義 丘の上 レンタル 



MA     

チーム名 走順 氏名 所属 SI カード番号 

チーム茶の間 

1 嶋岡雅弘 L 軍 9102210 

2 松澤俊行 C軍 1396496 

3 細川知希 L 軍 レンタル 

入間市 OLC-A 

1 山下智之 入間市 OLC レンタル 

2 木村耕平 入間市 OLC レンタル 

3 川野貴司 入間市 OLC レンタル 

HONG KONG 

1 CHI KiIN MAN HONG KONG 7860463 

2 YAU CHUNG CHZU HONG KONG 7085203 

3 ABY LAM HONG KONG 9200608 

京葉 OL クラブ 

1 池陽平 京葉 OL クラブ レンタル 

2 阿倍稜 京葉 OL クラブ レンタル 

3 松崎崇志 京葉 OL クラブ レンタル 

新大 B 

1 高野兼也 新大 OC レンタル 

2 髙田和樹 山の豚 レンタル 

3 高野兼也 新大 OC レンタル 

新大 A 

1 清水健司 新大 OC レンタル 

2 新井悠功 新大 OB レンタル 

3 菅野柊斗 新大 OC レンタル 

今朝帰ったから、ポスト見

ちゃった 

1 田中基士 丘の上 レンタル 

2 藤浦圭一 丘の上 レンタル 

3 末続文正 丘の上 レンタル 

やまだかとう 

1 山田高志 トータス 407573 

2 加藤弘之 TOC 2076123 

3 山田高志 トータス 407573 

麻布高校 

1 平井啓裕 麻布 olk レンタル 

2 根岸健仁 麻布 olk レンタル 

3 山崎大聖 麻布 olk レンタル 

全日本リレー東京都代表 

1 折橋旺 麻布 olk レンタル 

2 金子隼人 麻布 olk レンタル 

3 市川智基 麻布 olk レンタル 

 



MA     

チーム名 走順 氏名 所属 SI カード番号 

関東パーク O 狂会 

1 今泉正喜 
ときわ走林会・ 

関東パーク O 狂会 
レンタル 

2 土井洋平 群馬県太田市 レンタル 

3 関野賢二 YTC78 レンタル 

東北 1 年 

1 青芳龍 東北大 OLC レンタル 

2 久米悠介 東北大 OLC レンタル 

3 古屋洸 東北大 OLC レンタル 

農工大 

1 小野裕登 東京農工大学 レンタル 

2 菊池宏希 東京農工大学 レンタル 

3 長井健太 東京農工大学 レンタル 

筑波大学 A 

1 橋本直幸 筑波大学 レンタル 

2 中島颯太 筑波大学 レンタル 

3 仁野平拓 筑波大学 レンタル 

筑波大学 B 

1 楠健志 筑波大学 レンタル 

2 小林大悟 筑波大学 レンタル 

3 田中基成 
そつろんはっぴょう 

みっかまえ 
レンタル 

みりん愛好会 

1 小柴滉平 筑波大学 レンタル 

2 栗原佑典 筑波大学 レンタル 

3 那須佳祐 筑波大学 レンタル 

 

WA  1 チーム   

チーム名 走順 氏名 所属 SI カード番号 

フェリス女学院大学 

筑波キャンパス 

1 増澤すず 
スプリント大好き 

同好会 
レンタル 

2 鈴木直美 筑波大学 レンタル 

3 山岸夏希 スプリント同嫌会 レンタル 

 

 

 

 



MB  4 チーム   

チーム名 走順 氏名 所属 SI カード番号 

Club阿闍梨 ハイランド 

1 高橋洋一 Club阿闍梨 レンタル 

2 森田次彦 Club阿闍梨 レンタル 

3 三田一英 Club阿闍梨 レンタル 

Club阿闍梨 スペイサイド 

1 坂倉豊 Club阿闍梨 レンタル 

2 田辺洋一 Club阿闍梨 レンタル 

3 笠原健司 Club阿闍梨 9102207 

麻布中学 

1 福室凛 麻布 olk レンタル 

2 山見泰輝 麻布 olk レンタル 

3 清古光 麻布 olk レンタル 

方向音痴会 9 期わ・か・い 

1 渡辺隆 方向音痴会 レンタル 

2 金井桂一 方向音痴会 レンタル 

3 伊藤新治 方向音痴会 レンタル 

 

WB  2 チーム   

チーム名 走順 氏名 所属 SI カード番号 

Club阿闍梨 ローランド 

1 和田礼子 Club阿闍梨 レンタル 

2 湯浅綾子 Club阿闍梨 レンタル 

3 光瀬美樹 Club阿闍梨 レンタル 

Club阿闍梨 アイラ 

1 中島瑞恵 Club阿闍梨 レンタル 

2 福西千里 Club阿闍梨 レンタル 

3 松元恭子 Club阿闍梨 レンタル 

 

MIX  8 チーム   

チーム名 走順 氏名 所属 SI カード番号 

超方向音痴会 

1 田代雅之 方向音痴会 2066901 

2 下里謙二 方向音痴会 レンタル 

3 今村昌子 方向音痴会 レンタル 

kolc43th 

1 清水花菜 KOLC レンタル 

2 大宮尚貴 KOLC レンタル 

3 佐藤大樹 KOLC？ レンタル 



MIX     

チーム名 走順 氏名 所属 SI カード番号 

千葉大 OLC 

1 伊藤拓己 千葉大 OLC レンタル 

2 香取菜穂 千葉大 OLC レンタル 

3 久野元嗣 千葉大 OLC レンタル 

入間市 OLC-B 

1 清水伸好 入間市 OLC レンタル 

2 清水容子 入間市 OLC レンタル 

3 小島由幸 入間市 OLC レンタル 

うんせき 

1 前田悠作 うんせき レンタル 

2 五味あずさ うんせき レンタル 

3 関淳 うんせき レンタル 

奈良女子大学 

1 金林優美 奈良女 OLC レンタル 

2 戸谷みのり 奈良女 OLC レンタル 

3 稲岡雄介 大阪大学 レンタル 

方向音痴会 15 期 

1 上條圭 方向音痴会 レンタル 

2 金子しのぶ 方向音痴会 レンタル 

3 山際正俊 方向音痴会 レンタル 

ともき FC 

1 結城克哉 ともき FC レンタル 

2 小泉佳織 ともき FC レンタル 

3 燧暁彦 ともき FC 9200613 

 

MA-Special  1 チーム   

チーム名 走順 氏名 所属 SI カード番号 

MA-Special 

1 倉部淳 Sophia レンタル 

2 森清星也 東海中学校 レンタル 

3 祖父江有祐 東海高校 レンタル 

 

 

 

 

 

 



鉄人 4 チーム  

氏名 所属 SI カード番号 

杉本光正 ES関東クラブ レンタル 

奥田健史 京葉 OL クラブ レンタル 

迫田順 はぴとれ レンタル 

村田真紀 はぴとれ レンタル 

 

 



午後の部 スプリント（個人） 

 

MAC 21 人   

氏名 所属 SI カード番号 

高橋厚 多摩ＯＬ 1413030 

福西佑紀 Team 阿闍梨 レンタル 

国分幸二 Club 阿闍梨 レンタル 

小暮喜代志 ES関東 C レンタル 

井口良範 高碕 OLC レンタル 

町井稔 長野県協会 7205580 

五十嵐仁 新潟市 レンタル 

大林俊彦 大阪 OLC 212273 

太矢隆士 京葉 OL クラブ レンタル 

石田亘宏 愛知 OLC 1935227 

小林二郎 入間市 OLC 1003933 

八神遥介 ときわ走林会 7208013 

大橋晴彦 杏友会 レンタル 

渋谷泰樹 TRR レンタル 

外山隼也 桐朋 IK レンタル 

大木翔太郎 桐朋 IK レンタル 

福田雅秀 川越 OLC 7208338 

井上仁 OLCレオ 1959115 

奥村理也 TREKNAO レンタル 

種村茂夫 ＯＬＰ兵庫 レンタル 

若梅友行 横浜 OL クラブ 7202467 

 

  



 

WAC 2 人   

氏名 所属 SI カード番号 

石田美代子 愛知 OLC 1396136 

渡辺円香 ES関東 C 2061243 

 

MBC 3 人   

氏名 所属 SI カード番号 

野々山一郎 丘の上 レンタル 

東裕明 Club 阿闍梨 レンタル 

引間寿夫 ひっきー レンタル 

 

WBC 1 人   

氏名 所属 SI カード番号 

若梅節子 横浜 OL クラブ 7202458 

 


