
　　　2019年12月1日認定記録会　ランスタートリスト

1レース 400m 14:00スタート　　招集：競技説明後 6人

ナンバー 氏名 よみがな 性別 JTU登録加盟団体

151 筒井 遼介 つつい りょうすけ 男 東京都

152 近藤 一舵 こんどう いちた 男 東京都

153 ABSOUS Matthieu あぶすー まちゅう 男 東京都

154 佐藤 麟太郎 さとう りんたろう 男 東京都

155 梅井 榎澄 うめい かすみ 女 東京都

156 森川 良奈 もりかわ らな 女 東京都

2レース 800m 14:05スタート　　招集：競技説明後 5人

ナンバー 氏名 よみがな 性別 JTU登録加盟団体

141 森川 純成 もりかわ じゅんせい 男 東京都

142 内山 倖太朗 うちやま こうたろう 男 東京都

143 ABSOUS Clement あぶすー くれもん。 男 東京都

144 志賀 みなみ しが みなみ 女 埼玉県

145 中村 ひかり ナカムラ ヒカリ 女 東京都

3レース 1,000m 14:12スタート　　招集：競技説明後 8人

ナンバー 氏名 よみがな 性別 JTU登録加盟団体

131 山川 朔太朗 やまかわ さくたろう 男 東京都

132 内山 眞之介 うちやま しんのすけ 男 東京都

133 髙橋 駿介 たかはし しゅんすけ 男 東京都

134 佐藤 遥 さとう はるか 男 神奈川県

135 河合 春奈 かわい はるな 女 神奈川県

136 村上 葵 むらかみ あおい 女 神奈川県

137 筒井 楓 つつい かえで 女 東京都

138 常見 那凪 つねみ なな 女 東京都



4レース 1,500m 14:20スタート　　招集：14:00-14:05 18人

ナンバー 氏名 よみがな 性別 JTU登録加盟団体

102 大島 拓人 おおしま たくと 男 埼玉県

103 風間 大和 かざま やまと 男 東京都

104 本木 蔵人 もとき くらうど 男 東京都

105 浅沼 一那 あさぬま かずな 男 千葉県

106 伊藤 大和 いとう やまと 男 千葉県

107 大久保 樹 おおくぼ いつき 男 埼玉県

108 ザン 愁真 ざん しゅうま 男 東京都

109 山下 龍 やました りょう 男 東京都

110 遠藤 眞梧 えんどう しんご 男 東京都

111 筒井 和 つつい やまと 男 東京都

112 黒川 航宇 くろかわ こう 男 東京都

113 小山 森主 こやま もりす 男 東京都

114 田中 大揮 たなか ひろき 男 東京都

115 野田 莉緒 のだ りお 女 埼玉県

116 冨岡 蒼 とみおか あおい 女 千葉県

117 髙橋 実結 たかはし みゆ 女 東京都

118 伊藤 日菜子 いとう ひなこ 女 千葉県

119 山崎 心菜 山崎 智子 女 千葉県

5レース 3,000m 14:30スタート　　招集：14:20-14:25 11人

ナンバー 氏名 よみがな 性別 JTU登録加盟団体

81 本木 颯人 もとき はやと 男 東京都

82 前森 裕貴 まえもり ゆうき 男 東京都

83 黒川 遼宇 くろかわ りょう 男 東京都

84 下堂 福介 しもどう ふくすけ 男 東京都

85 橋本 悠希 はしもと ゆうき 男 東京都

86 佐藤 姫夏 さとう ひめか 女 千葉県

87 花岡 愛美 はなおか あいみ 女 千葉県

88 甲斐 彩花 かい さいか 女 東京都

89 船橋 星来 ふなばし せら 女 東京都

90 松岡 鈴奈 まつおか すずな 女 東京都

91 柳原 咲 やなぎはら さき 女 東京都

6レース 5,000m 14:50スタート　　招集：14:30-14:35 13人

ナンバー 氏名 よみがな 性別 JTU登録加盟団体

61 高井 茉彩 たかい まあや 女 学生連合

62 西岡 真紀 ニシオカ マキ 女 和歌山県

63 佐藤 千佳 さとう ちか 女 神奈川県

64 西村 知乃 にしむら ちの 女 埼玉県

65 中野 咲桜 なかの さきお 女 東京都

66 山田 七海 やまだ ななみ 女 学生連合

67 笠原 直子 カサハラ ナオコ 女 千葉県

68 小山 陽和 おやま ひより 女 学生連合

69 田村 光 たむら ひかり 女 学生連合

70 加塩 桃乃 かしお ももの 女 学生連合

71 小沼 楓果 おぬま ふうか 女 東京都

72 星子 涼香 ほしこ すずか 女 学生連合

73 日引 華子 ひびき はなこ 女 学生連合



7レース 5,000m 15:15スタート　　招集：14:55-15:00 23人

ナンバー 氏名 よみがな 性別 JTU登録加盟団体

31 浅海 健太 あさかい けんた 男 神奈川県

32 内田 健太 うちだ けんた 男 学生連合

33 吉永 晃 よしなが あきら 男 学生連合

34 菊池 朋明 きくち ともあき 男 東京都

35 石塚 知就 いしづか ともなり 男 学生連合

36 山本 昌孝 やまもと まさたか 男 神奈川県

37 加塩 柚樹 かしお ゆずき 男 学生連合

38 江田 祐太朗 えだ ゆうたろう 男 学生連合

39 福島 旺 ふくしま あきら 男 東京都

40 阿久津 将 あくつ まさし 男 東京都

41 湯村 天星 ゆむら たかとし 男 岐阜県

42 有村 尚輝 ありむら なおき 男 学生連合

43 北村 則紀 きたむら のりき 男 学生連合

44 内田 郁弥 うちだ ふみや 男 千葉県

45 ABSOUS Olivier あぶすー おりヴぃえ 男 東京都

46 舎川 雄二朗 とねがわ ゆうじろう 男 学生連合

47 長谷川 綾 はせがわ りょう 男 東京都

48 上山 和也 うえやま かずや 男 京都府

49 南 拓磨 みなみ たくま 男 神奈川県

50 今里 陽士 いまざと はると 男 学生連合

51 山本 裕暉 ヤマモト ユウキ 男 学生連合

52 松村 望央 まつむら みお 男 学生連合

53 仲山 航 なかやま こう 男 東京都

8レース 5,000m 15:40スタート　　招集：15:20-15:25 25人

ナンバー 氏名 よみがな 性別 JTU登録加盟団体

1 米谷 哲 よねや てつ 男 学生連合

2 吉岡 大河 よしおか たいが 男 学生連合

3 山岸 穂高 やまぎし ほたか 男 学生連合

4 田中 文也 たなか ふみや 男 神奈川県

5 深浦 祐哉 ふかうら ゆうや 男 東京都

6 榊原 利基 さかきばら としき 男 神奈川県

7 前田 隼矢 まえだ しゅんや 男 兵庫県

8 末岡 瞭 すえおか りょう 男 東京都

9 石川 裕貴 いしかわ ゆうき 男 学生連合

10 紙本 英悟 かみもと えいご 男 学生連合

11 水野泉之介 みずの なみのすけ 男 愛知県

12 玉崎 稜也 たまざき りょうや 男 学生連合

13 古川 勝也 ふるかわ かつや 男 学生連合

14 青木 嶺 あおき れい 男 学生連合

15 市村 友玖 いちむら ゆうき 男 学生連合

16 椿 浩平 つばき こうへい 男 東京都

17 吉岡 大志 よしおか たいし 男 神奈川県

18 寺澤 光介 てらさわ こうすけ 男 東京都

19 中野 陽太 なかの ひなた 男 学生連合

20 春山 岳雄 はるやま たけお 男 学生連合

21 日野 壮一郎 ひの そういちろう 男 学生連合

22 榊原 佑基 さかきばら ゆうき 男 千葉県

23 富内 檀 とみうち だん 男 東京都

24 浜崎 塁 はまさき るい 男 学生連合

25 長正　憲武 ながしょう　のりたけ 男 学生連合


