
= 変更箇所 ※1月12日（金）時点の情報

◆駅伝　学生の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

1001 朝飯ワッフル一かけら 村山　知輝 齋藤　優志 和田　寛果 木村　綾愛 勝又　洋人 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

1002 荒木一家 衣斐　大智 重實　克哉 中村　莉菜 荒木　遼汰 小林　未来 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

1003 WERUN弥七 砂森　秀昭 仙石　義夫 日沼　咲 山下　尋樹 馬込　遼太郎 文化系サークル・団体 A

1004 オオヤカンパニー 金丸　翔 大屋　優 岩田　紗瑛 矢野　椋也 百瀬　凌也 ゼミ B

1005 All waseda 躰道 内田　安美 種田　佑斗 石川　慶一 山口　航平 唐澤　裕恵 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1006 こんばんわ酒井チーム 吉田　雄登 酒井　琢人 北島　佳奈 畑中　理歩 加藤　達大 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1007 全日本棒球研究室 太田　梨紗乃 櫻井　琢也 川原　慧佑 小黒　佑真 和田　祥太郎 C

1008 早大院教職研 高橋　渉 小林　季生 和泉　夏妃 権田　夏美 木村　英和 ゼミ C

1009 早大院教職研M１ 棟方　昭平 浦野　雄也 小倉　貴大 柳田　正義 佐々木　翔平 ゼミ C

1010 早大扇原ゼミ共走部 井上　寛之 林　良輔 王　鴻 長瀬　健吾 鈴木　大介 ゼミ D

1011 高尾山 樽茶　好彦 甚野　裕明 田中　聡史 柏嶋　始 神保　泰俊 ゼミ D

1012 チーム白襷 淀川　奏太 平野　紘揮 根本　康平 松浦　慶 菅野　仁啓 文化系サークル・団体 D

1013 チーム友誠館H１６ 伊藤　幸太郎 長谷川　俊 阪尾　日南太 小林　海斗 西井戸　快 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1014 パクチー・トーマス 荻田　準一朗 西村　剛輝 長澤　美知 齋藤　夏生 荻島　希絃 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1015 パラプロ 岡田　佳之 岩倉　渉太 北條　俊一 平野　孝宗 大尾　洋貴 E

1016 バルセロナ 山脇　遼 岩崎　凛太郎 伊藤　千尋 織原　颯子 酒本　秋平 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

1017 ぽん酢 菊池　偉 清水　拓実 本間　結友果 萩田　大地 清水　政孝 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

1018 MaFET 横山　滉人 改発　智也 前田　菜摘 荒牧　良祐 高橋　崚介 ゼミ F

1019 ワセダKazNU選抜 ゴルブ　アントン カルマザエバ　ナゼルケ バルタベコヴァ　スィンバット サイダリエヴァ　ディリヌル シンタッソヴァ　カミラ ゼミ G

1020 早稲田佐賀 山下　亮 森山　青空 那須　昇太 吉家　風悟 阿部　翔悟 文化系サークル・団体 G

◆駅伝　男子の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

1101 アカレンガー 今田　弘樹 髙田　公寛 岸　直之 大髙　悟 川崎　洋史 A

1102 あん・ドゥ・トロワ 奥村　寿行 田口　祐葵 安藤　浩規 大原　浩 佐藤　央雅 A

1103 一騎当千壱A 木村　眞介 高野　修一 井上　功康 福永　哲朗 碓井　克則 A

1104 一騎当千壱Ｃ 岩根　賢幸 青柳　彰 熊丸　敦 山本　直 小林　陽亮 A

1105 H２ 久保田　聖史 石井　史彦 瀧澤　俊之 丑丸　靖之 大塚　一輝 A

1107 応援部ＯＢ有志 杉山　湧一郎 桐生　和郎 森下　武 秋沢　淳雄 望月　浩生 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

1108 大塚製薬第２駅伝部 若月　法洋 三野　海斗 福山　亮平 佐藤　伸 末吉　勇 A

1109 お先にどじょうＡ 片桐　啓 吉川　弘一 松田　浩明 金井　正 板橋　史宣 B

1110 おてん 和田　賢宗 和田　俊乗 川和田　直輝 松岡　修史 大野　智貴 文化系サークル・団体 B

1111 オフィスラブ 菊田　克也 荻原　慎介 石川　一樹 時田　賢一 大川　貴史 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1112 カールはチーズあじ 早坂　啓司 高橋　秀夫 山内　由光 豊田　安史 白鳥　智彦 B

1113 韓国マフィア 森本　宏 神村　昌通 長野　辰司 梅原　隆 大塚　雄毅 B

1114 企画（・・）／ 松井　卓也 阿南　秀幸 山上　慎平 中島　俊宏 千田　健二 B

1115 ＣＡＤ1 髙木　徹 日詰　竜太朗 濱　克彦 前田　和孝 加藤　和輝 B

1116 きょうせい快走 浅海　太郎 池田　貴紀 宮地　光一 山本　宏一 中間　篤則 C

1117 KING走友会 高木　昂大 山本　雄 松岡　一奴 直原　奨 赤羽　恭弥 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1118 剛運のレアル隊 鈴木　亮平 関　和明 谷地　礼有 金海　聖一 稲葉　晋平 稲門会 C

1119 59期 平　尚康 江頭　達也 武井　康平 山田　貴大 池谷　太平 文化系サークル・団体 C

1120 再犯防止Ｃ 可部　大輔 喜多　弘明 中島　祐司 鶴田　彬 喜田　龍一 C

1121 佐田部　寛史 川上　貴史 畝部　歩 佐藤　淳 臼田　寛 深田　有人 C

1122 3丁目3の8 浅沼　昌平 須田　徹 中野　浩一 遠藤　康至 小林　靖典 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1123 １８Ｆ 西村　崇 佐々木　拓也 伊藤　栄二 福本　正彦 工藤　健史 D

1124 関屋さん 大井　寛崇 加藤　裕 立花　勇太郎 嶋田　啓 奥谷　智裕 ゼミ D

1125 早大扇原ゼミ走熊会 横山　祐 高橋　和行 扇原　淳 稲木　隆一 松下　幸平 ゼミ D

1126 早大ホカンOB 多ヶ谷　絋壮 越原　大賀 鈴木　和也 池田　空 下田　武 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1127 ホカンOB 旭　洋太 黒川　恵輔 須田　海 伊藤　駿 粟飯原　隆司 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1128 早大本庄OB 村越　雄太 大谷　裕一郎 上地　成就 加藤　優基 木村　行孝 D

1129 矗川開発（株） 戎　強志 鈴川　和也 長江　友星 長江　星人 大倉　拓行 D

1130 忖度 石郷岡　誠 鴫原　敏 倉知　真彦 髙橋　一幸 後藤　知之 E
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◆駅伝　男子の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

1131 染谷犬 依田　玲央奈 横田　知之 中村　達也 北之迫　浩輝 李　成薫 ゼミ E

1132 チームＫＡＩＫＥＩ 鈴木　利幸 大重　康弘 山木　慎也 中平　貴司 黒岩　亮介 E

1133 チームダイソン 若杉　亘 池田　直樹 塚田　浩士 松山　恒平 相澤　孝至 E

1134 チームタワシ 萩谷　駿太 島田　仁 能見　隆弘 斎藤　威 海老沼　太志 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1135 チームヤマケン 浅川　俊之 中村　慎吾 山口　賢二 齋藤　慎也 増田　圭司 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1136 デルタフォース 吉川　晋平 杉山　智彦 平松　尚彦 奥田　浩也 小澤　雄志 文化系サークル・団体 E

1137 稲門ランナーズ2 渡邊　隆 鈴木　勝己 鶴間　俊春 山下　徹治 松本　健 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

1138 ～中村英雄財団～ 坂野　圭史 大野　雄揮 泉　継道 藤田　達也 北原　弘司 F

1139 ノーハラスメンズ 菅　要平 雑賀　裕也 大羽　翼 石垣　宏章 長友　勇士 F

1140 不愉快な徹朗と我々 久原　岳 池田　遼 櫻井　一泰 村田　直哉 川口　徹朗 F

1141 ポークス『黒』 根本　俊太郎 吉村　亮 高橋　健太 菊地　恭平 西世古　弘 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

1142 ポークス『白』 渡辺　祐介 大成　正晃 斉藤　拓哉 紺野　雄寛 尾川　雄紀 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

1143 ＭＡＣメンズ 宇都　英雄 尾崎　貴宏 村上　康則 吉島　保則 武藤　洋平 F

1144 みつはしり 多田　篤史 野村　正和 門井　勇樹 劔持　尚樹 竹　順哉 ゼミ G

1145 山田大学競走部 京　壮一 石平　貴浩 山田　陽介 玉置　貴史 赤池　直紀 文化系サークル・団体 G

1146 亮ちゃんず 関　智仁 大塲　亮太郎 坂口　智也 鈴木　東吾 小林　哲平 体育会、スポーツ系サークル・団体 G

1147 早稲田大学生活協同組合 藤島　奨 秋田　智之 村上　仁史 座間　亮太 中島　武尊 G

1148 スリープセレクト営業部 高山　大治 唐戸　治 市川　檀 稲葉　啓介 今泉　賢人 G

1150 エームサービス本社－Ｃ 荒田　俊 宮澤　廣平 渡邊　太佳生 早川　聡 安田　圭佑 G

1151 エームサービスＲＳ－Ｂ 藤田　裕万 湯浅　克哉 坪井　瑞樹 大澤　和寛 中野　敏昭 G

1152 エームサービスＲＳ－Ｃ 沖山　大和 鍛代　悟 平島　潤一 埜村　智一 辻　健太郎 G

◆駅伝　女子の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

1201 OBC 岡澤　佳奈 藤屋　華織 小林　美和 澤井　直子 生天目　裕子 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

1202 チームタワシ 黒田　なつみ 松本　まや 山口　杏樹 仙波　麻理 岸田　美香 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1203 26です。 石井　真由美 遠藤　絢子 中山　莉沙 春田　かすみ 杉村　理紗 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1205 まむし注意報 久保田　かおる 大嶋　澄子 阿部　直美 北谷　京子 梅津　寛美 フォーエバーヤング D

1206 ランレボ・クイーン 水川　あさみ 高柳　明子 吉田　千裕 横山　いつき 佐久間　あつこ 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1207 茶レンジャーズ 丸茂　麻紀子 長岡　裕美 渡辺　麗子 河村　慶子 江浦　寛子 F

1210 エームサービス東日本－Ｆ 池田　麗 河野　仁美 野口　幸奈 橋本　美樹 山崎　遥 G

1211 エームサービス東日本－Ｉ 苅部　静 鍋島　優花 榎　香織 鈴木　千佳子 樋口　麻衣子 G

1212 エームサービス西日本－Ｂ 山下　美沙 石井　愉子 川瀬　佳奈 前田　花奈 本田　信子 G

◆駅伝　男女混合の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

5001 合気道部稲門会２ 植木　則雅 白岡　岳人 金田　亮 鈴木　真理 山田　瞳 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

5002 合気道部稲門会３ 本山　裕章 嶋田　典弘 伊東　美穂 海浪　麻由美 中村　俊介 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

5003 赤黒会 赤坂　拓志 黒沢　敏夫 都築　奈央 森田　欣也 草壁　貴也 A

5004 アヒルグチノカタマリ 林田　純治 名倉　聡史 水上　とも子 高塚　沙織 中臣　裕之 A

5005 アライ 岩岡　睦生 新井　祐一 新井　裕美 荒井　賢一 荒井　隆行 A

5006 e-running3 岡本　伸久 渡邊　佑紀 渡邊　英子 福士　唯男 田中　あゆみ 稲門会 A

5007 いぐべおぐに 一色　慶哉 臼田　悠 小形　美穂 桑原　隆一 土橋　那央 文化系サークル・団体 A

5008 いけいけ・ランナーズ 原　万琳 妹尾　信一 中村　旭 丸山　聖美 西川　龍一 文化系サークル・団体 A

5009 いただきます 小山内　順子 佐藤　友治 西村　典子 吉田　恵子 岡野　玲子 A

5010 いちろとゆかいな仲間 石松　文江 田附　一郎 山口　尚美 唐須　美織 磯田　憲一 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

5011 一騎当千壱B 木村　亮介 河野　秀平 藤田　信吉 黒澤　遥 橋本　啓介 A

5012 一騎当千壱Ｄ 一月　奈央子 山本　聖子 武田　直也 武富　薫 檜垣　悟郎 A

5013 一騎当千弐Ａ 桂宮　將 伊藤　稜 雪山　晴子 鬼塚　さおり 森井　康太 A

5014 一騎当千参A 池羽　太郎 宮住　直人 長沢　加奈子 矢島　久嗣 清州　忠洋 A

5015 一騎当千参B 永浦　拓 関谷　將文 湯川　裕子 坂田　晃樹 高橋　立寛 A

5016 伊藤家の家内 赤坂　正徳 吉田　龍司 千松　愛 武中　陽 船津　岳彦 A

5017 伊藤家の旦那 中尾　浩平 垣内　滉平 松本　理沙 高口　倫子 伊藤　正道 A

5018 稲茶グローバルズ 三宅　桃子 渡辺　紀子 足立　信子 松田　デレク 向井　滋 A

5019 IWAGAKI5 武藤　充 橋本　敦 上田　菜央 郷田　愛結 岩垣　穂大 ゼミ A

5020 WERUNご隠居 川添　一郎 高山　加依子 関根　ひろみ 鈴木　諒 足立　美幸 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

5021 WIC OB A 澤山　進 黒須　進也 永元　俊介 中島　絵理 福島　陽介 文化系サークル・団体 A

5022 WIC OB B 佐藤　輝明 大塚　雅一 佐々木　隼人 沖　千恵美 松本　ひとみ 文化系サークル・団体 A

5023 WYSH チームA 川内　崇史 松田　利仁亜 松田　奈央 片谷　聖 齋藤　菜穂 文化系サークル・団体 A

5024 WYSH チームB 久保　陽平 西平　賀州 黒澤　岳彦 鈴木　康代 前田　さくら 文化系サークル・団体 A



◆駅伝　男女混合の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

5025 ウイングSSD 中嶋　信 福家　悠人 白岩　真紀 川上　学 一戸　洋介 A

5026 EXP.J 山井　翔大 長沢　良則 小堀　真綾 内田　悦弘 白石　貴大 A

5027 SMBAE花の1期生 藤ヶ﨑　誠 七理　誉晃 鈴木　孝徳 髙須　健介 大森　春恵 ゼミ B

5028 SOH　かかと着地 網干　翔太 川口　沙織 柳澤　慶太 高橋　明 國津　雅央 B

5029 SOH　ミッドフット 大日方　真二 金城　昭太 田代　千春 井原　麻衣子 伊達　修 B

5030 SCSK駅伝同好会 青島　翼 明石　雄人 寳代　理紗子 阿部　恭敏 小槻　日出夫 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

5031 ＮＫＴＯＫＹＯ陸上部 鶴島　信行 宮下　紘一 西分　英里菜 澄川　太郎 三浦　泰宏 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

5032 ◆ＦＢＳ＠ＲＵＮ１ 筒井　慶枝 吉田　央 近藤　大斗 唐　暁寧 安達　真人 B

5033 ◆ＦＢＳ＠ＲＵＮ３ 山崎　晋一 橋本　玲 田中　克晶 吉田　佳苗 船山　直樹 B

5034 ◆ＦＢＳ＠ＲＵＮ４ 菅沼　和仁 彦坂　靖和 八木　恵 菊池　達也 鈴木　哲 B

5035 LM地議連マラソン２ 白井　亨 西崎　翔 渡部　恵子 田中　栄志 小林　伸行 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

5036 大畑ゼミ90B 市川　宏 坂田　剛 加藤　聖文 飯島　ちな実 鳥羽　直樹 ゼミ B

5037 お先にどじょうB 佐藤　和範 迎　和樹 佐山　零 岡野　美代子 品川　太郎 B

5038 おニャン子クラブ 谷川　泰斗 鈴木　伽奈子 三重野　航 遠藤　愛実 沼田　駿希 B

5039 おろち 深澤　健一 坂本　唯真 野村　有貴 長谷　紘明 澤田　悠 B

5040 片岡MO 田上　和哉 森　健太 高澤　未樹 伊藤　将弥 石井　充敬 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

5041 片岡SE 北詰　瞬也 仙場　雄太 村田　建 寺田　慎吾 大道　雅子 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

5042 片岡ＦU 村田　夏生 藤岡　秀幸 鈴木　貴道 長谷川　大介 田中　友子 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

5043 KBGN 山田　祐聖 各務　彰紘 潘　沼成 上野　愛子 高島　有生 B

5044 華麗なるアラムナイ 宇羽野　聡 平野　真 畠山　幸 渡部　美紗 横山　直之 B

5045 華麗なる一族 万俵　銀平 万俵　大介 万俵　寧子 万俵　鉄平 万俵　敬介 B

5046 カワーズ 元山　伸夫 藤田　聖斗 藤原　悠 河原　雄介 中村　明日香 B

5047 キタケン7th 伊藤　誉倫 矢野　刀一郎 奥村　由美 中川　貴志 大平　武裕 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

5048 喜蝶会 古田　裕彰 斎藤　薫 大山　花織里 川北　聖 上原　龍 B

5049 ＣＡＤ２ 小泉　健介 青木　良太 矢崎　正子 山田　正浩 是木　誠 B

5050 きょうせい楽走 菅原　太伍 志釡　孝彦 日向　陽子 五家　祐馬 池田　貴紀 B

5051 Que Sera Sera 柴田　理絵 藤野　義久 草清　和明 金井　佑太 李　擎岳 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

5052 けんしゅー 木山　大輔 小室　知己 五月女　裕一 金城　瑠夏 長濱　裕輔 B

5053 ＫＥＮＹＯ 黒栁　学 小川　航 渡邉　敏之 船木　美穂 石川　俊明 C

5054 校友会千葉県支部B 芹田　泉紀 安室　正則 中村　直人 上原　広嗣 千田　武弘 稲門会 C

5055 ゴーゴー・アスリーツ 飯田　桃子 毛受　義雄 久米　直子 依田　康 佐々木　英樹 文化系サークル・団体 C

5056 ゴールズ 菅野　直樹 中村　聡 山内　さやか 川上　朱理 吉田　里日 C

5057 コワーズ 髙木　秀樹 竹田　雅之 芦田　充 古和　泰昌 松永　知子 C

5058 ザ・ゾウサテイズ 鶴井　大輔 岡戸　広之 兼子　歩 久保田　麻衣 田野尻　猛 C

5059 再犯防止Ａ 小林　隼人 熊谷　渉 福原　道雄 影山　美郷 小川　裕紀 C

5060 再犯防止Ｂ 永井　孝治 井上　普文 渡里　円香 渡　啓介 関口　新太郎 C

5061 Sakata 浪川　優作 和田　篤 市川　瞳 寺岡　洋一 坂田　元嗣 C

5062 サステナブルチーム 澤　雄大 浜野　譲 入江　淳子 山中 由里子 井上　加織 C

5063 SustRun Hawrylak James Dujardin Loic 手柴　和喜 藤田　裕美 水田　和歌子 C

5064 GSAPS 末松　大 野村　知毅 土屋　淑恵 森本　けい 嶋﨑　健吾 C

5065 CYJ走う会１ 全　英守 松島　淳 田子　治 野島　充子 本澤　郁香 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

5066 CＹJ走う会２ 近藤　渉 斎藤　大吾 竹腰　美優紀 北林　真基 池田　圭巳 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

5067 CYJ走う会３ 星　邦彦 高橋　浩之 松本　歩 吉田　雅子 齋藤　武士 C

5068 社会を明るくする走者 宮地　杏奈 提中　裕之 岡田　小糸 山下　麻実 堤　美香 C

5070 祝者 谷田部　啓一 富松　久雄 堀　友美 中西　智香 鈴木　真理子 C

5071 上喜元 近藤　里衣 鳥居　武史 梅村　善和 柳原　弘幸 佐藤　正一 C

5072 大三元 内野　宗揮 甲元　雅之 加藤　経将 初又　且敏 鶴田　友紀 C

5073 書記長 相原　開 竹花　春樹 加藤　透 星野　睦 伊島　達也 C

5074 SILS 鳥山　夏子 笹田　裕介 池田　治奈 木村　友紀 田才　彩音 C

5075 信越駅伝部1 宮坂　航平 吉武　英亮 忰田　亮太 小林　晶 藤田　綾香 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

5076 信越駅伝部2 小高　祐樹 岩田　弘行 小高　航 渡邉　綾 遠藤　祐里 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

5077 杉きゃんＡチーム 関　政和 菅　慎太郎 岸　可奈子 林　大介 高橋　泰正 稲門会 C

5078 杉きゃんＢチーム 相澤　一成 池浦　慧 松本　沙織 地田　圭太 深作　智行 稲門会 C

5079 セゾン2000 堤　庸之 玉木　智彦 大井　和樹 加辺　祐樹 海老原　文子 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

5080 ゼロ番搾り 本吉　広和 飯田　範行 本吉　千尋 細川　諒一 松谷　隆臣 文化系サークル・団体 D

5081 躰道 木勢　茉莉 花岡　雄大 伊藤　岳 足立　拓也 春日　世生 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5082 台日ランナーズ 游　歩青 増田　準子 陳　慶光 小黒　紀子 許　書瑜 D

5083 TAKAI 高井　慶一郎 射矢　好清 種田　知子 洪　景杓 周　アンドレ D

5084 卓也と黒板消し係 佐藤　龍明 岡田　卓也 西原　舞 佐藤　未央 吉永　浩幸 D

5085 獺祭５ 田中　信之介 川上　晃平 梅山　美智子 金沢　孝志 湯田　孝次 D



◆駅伝　男女混合の部

No. チーム名／所属名 メンバー1 メンバー2 メンバー3 メンバー4 メンバー5 所属別表彰 交代エリア

5086 TANAKA 中村　大輝 遠藤　慎也 貞本　陽子 長友　康平 田中　定俊 D

5087 ＷＬＢ 井上　篤 長谷川　兼喜 小林　麻里子 池田　仁 辻　裕教 D

5088 Wのキセキ ヤング スミスソン　ブレッド 仲田　太重 安田　栄基 久保田　旬平 倉内　悠 D

5089 談話室２０ 帯向　琢磨 飯田　憲 今村　未生 黒川　明紘 松本　晃 D

5090 チームあめふる 安部　達哉 保刈　祐希彦 佐々木　秀平 鈴木　妹 宮内　佑也 D

5091 TMアンチエイジング 杉田　広二 今井　隆元 渡邉　直毅 古賀　幸穂 礒崎　秀夫 文化系サークル・団体 D

5092 チーム居酒屋ふれんど 生方　守 佐藤　優哉 小原　理恵 酒井　忠継 武田　将史 D

5093 チームH 金沢　雅弘 山脇　耕太 小室　智永子 山本　夢衣 森茂　和美 D

5094 チームＨ＿１ 千原　光一 林　康夫 服部　有希 服部　周平 大谷　格司 D

5095 チームＨ＿２ 半澤　二喜 内田　寛明 大堀　滋子 石井　昌美 中尾　宏一郎 D

5096 チームＨ＿３ 渋谷　裕里 梅川　修三 山崎　俊弘 山崎　由美 山本　夢衣 D

5097 TEAM FSH 菅原　浩哉 西森　康 山田　高志 横山　康子 日比野　優子 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

5098 チーム遅い方 伊藤　雅大 宮崎　文宏 星野　幹夫 吉岡　真弓 山口　鮎美 D

5099 チーム出向組 林　光一 佐藤　励仁 横地　環 佐藤　正喜 石井　隆 D

5100 チーム白子川 伊藤　幸子 鴨田　譲 吉樂　和幸 奥村　ひろ美 森田　和憲 稲門会 D

5101 チームSILS 辻田　誠児 菊池　良輔 辻　まりえ 平岩　由紀子 菅原　恵理子 D

5102 チームすみれい 内海　信 勝見　奈月 小野寺　利紗 保谷　めぐ美 烏山　史代 D

5103 チームＺ会カラーズ 倉地　真梨 松村　篤 森岡　真代 皆木　雄太郎 桑室　泰享 D

5104 チームＺ会345 小池　亜由美 中島　貴之 五明　通任 本告　菜保子 中村　公映 D

5105 チームＺ会不敗神話？ 中谷　裕介 菅　亮一 岸上　真衣 加藤　久典 久保田　信之 D

5106 チームＺ会レブン書房 菱田　康太郎 鳥越　賢 三木　浩之 松浦　弘和 鳥越　可織 E

5107 チーム大人 宇部　将 有田　悠希 西谷　康祐 上原　ひさき 神渡　史仁 E

5108 Team DR 長瀬　昭広 奥野　雅士 木村　登 牧野　晃基 寺田　彩子 E

5109 チームテキーラ 武部　雄一郎 大瀧　拓朗 前田　晶子 市川　忠良 小原　裕弥 E

5110 チーム速い方 浦野　公登 佐竹　信哉 今西　未咲 横倉　豪紀 廣瀬　仁貴 E

5111 チーム林田くそ親父Ｙ 田中　尚志 高橋　赳拡 細田　由紀子 森本　健介 小林　勇太 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

5112 TeamB2Kaki 柿島　亮祐 中島　武尊 梅田　薫 柿島　由乃 太田　球道 文化系サークル・団体 E

5113 チーム ＰＰＰ 山名　快仁 古川　美佳 松本　さおり 藤田　陽子 河野　大士 文化系サークル・団体 E

5114 チーム風民A 末永　将志 津田　祐輝 藤野　真由佳 田口　典子 堀川　博由 E

5115 チーム風民B 内藤　昌宗 嶋崎　哲 滝本　道子 佐藤　貴比呂 荒井　浩平 E

5116 チーム風民C 永野　優作 大沢　有貴 山本　倫芳 市野　博 津田　智哉 E

5117 チームもっと顔認証 森岡　和洋 和田　雅樹 熊田　翔子 角村　佳祐 船越　大幹 E

5118 チーム柳瀬川 伊藤　博 平田　明之 秋浦　美佳莉 石田　良二 山岸　逸郎 稲門会 E

5119 チームゆれくる 齋藤　恭平 池端　健太郎 河村　彩菜 上原　哲 関根　大 E

5120 つのもともだち？ 谷　圭祐 角　亮太 高橋　絵里子 柴戸　純也 木下　敦嗣 E

5121 ディベロプメント 鈴木　裕介 浦　聖斗 松本　朗 田中　希依 マキロイ　七重 E

5122 稲門ランナーズ１ 中村　宣隆 長瀬　笑子 神定　千里 長内　毅志 中里　浩 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

5123 ９Th Wind　A 吉岡　智男 峰野　哲 土屋　美穂 生原　潤 長澤　智美 E

5124 ９Th Wind　B 大木　敏彦 横瀬　達哉 田中　真衣 青木　飛雄太 岩瀬　浩一 E

5125 NEO部活 岡　育志 川瀬　敦雄 田中　由香里 益川　侑子 星野　皓太 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

5126 NextStageA 吉原　紀 新井　達己 滝吉　晶子 宮島　全 Ｋｏｐｉｌｏｗ　Ｌａｕｒａ 文化系サークル・団体 E

5127 NextStageB 中村　将大 酒井　優一 清水　悠 大関　杏奈 Ｌｅｅ　Ｊｉｈｙｅ 文化系サークル・団体 E

5128 NextStageC 加藤　朋生 小林　諒太 平塚　那青 佐々木　ひろみ 中田　明日香 文化系サークル・団体 E

5129 NextStageD 奈須　泰右 福田　為悠能 金田　有輝子 安岡　由佳 大塚　美保子 文化系サークル・団体 E

5130 NextStageE 鴫原　佳 宮島　開 Ｋｅａｒｎｅｙ　Ｅｍｍａ 三間　紗弓 志村　夏子 文化系サークル・団体 E

5131 走れコータロー 乾　浩太郎 近藤　賢一 谷川　翔一 川野　道史 向井　信子 E

5132 HARA TRIBE 井村　慎 髙橋　周平 上村　茉実 池田　ドラゴン竜 原　裕之 F

5133 ＰＴ 渡辺　裕也 吉岡　佳祐 渡部　智子 吉田　誠 髙嶋　敬弘 F

5134 ぴろことゆかいな仲間 田附　寛子 萩原　徹 北原　加織 今村　れい子 内山　智之 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

5135 FUNRUN 1.0 寺川　弥生子 廣澤　英幸 大石　知香 酒井　雅史 武井　賢太郎 F

5136 フライングストーン 渡邉　直彦 藤枝　小百合 石飛　勝幸 前田　昌己 古屋　清法 F

5137 ぶんズA 関　朋春 黒澤　遥 浅井　結花 森井　舞 稲葉　寛人 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

5138 ぶんズB 堀内　陽介 岡本　宗之 斉藤　麻里恵 山本　唯 今村　雄人 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

5139 ぺたぺたホゴちゃん 国枝　由希歩 森川　武嗣 加藤　早紀 堀内　亜希 佐伯　由佳 F

5140 ベヤングRC-A 野井　光樹 齊藤　翼 倉田　小夜子 中尾　紗弓 水野　峻介 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

5141 ベヤングRC-B 吉村　祐子 吉村　達彦 渡邉　友理 神林　麻衣 安藤　之長 F

5142 H＆H イケダ　マーシャル クック　ロス 石坂　瞳 生出　章 宮崎　弘樹 F

5143 ほかんOBOG 保坂　芳美 増井　佑太 田中　秀明 成瀬　萌香 藤村　美里 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

5144 ボンバーズ 宮野　英樹 宮下　康彦 市川　貴行 松本　緑 宮野　真澄 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

5145 マースドリンクス 雨宮　武則 常木　一成 石井　比名子 田中　秀明 池端　彩加 F
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5146 まだまだバイオ 八柳　健介 尾﨑　洋一 萩尾　知美 荒川　幸祐 小野　雅仁 F

5147 ＭＡＣミックス 本間　大地 石渡　健太郎 米盛　藍 曲渕　景昌 片山　貴章 F

5148 丸A 徳井　健次 橘　雅門 八幡　香織 篠原　藍 山下　秀幸 F

5149 丸B 紺野　賢斗 島津　正孝 村重　久美子 金　成東 松本　剛毅 F

5151 美・酒ＲＵＮ 堀内　弘之 田向　優太 江平　博 松崎　綾乃 髙林　恭大 F

5152 未来の多和田研究室 寺田　晃太朗 吉田　慎之介 藤牧　千咲 多和田　雅師 川村　一志 ゼミ F

5153 戻り鰹（気仙沼産） 余語　晋之介 牧野　圭佑 田中　裕子 佐藤　望 根岸　紗友花 文化系サークル・団体 F

5154 ヤングNCNP 有明　陽佑 轟　大輔 清水　悠生 石田　恭子 小笠原　悠 F

5155 ヨッシーの仲間たち 楠元　正直 田内　竜太 中島　円 大原　義宏 高橋　寛典 F

5156 らんにゃーず 塚越　康平 岡田　力也 星野　勇樹 岩波　香奈 佐藤　智香 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

5157 LAMPチーム 髙橋　祐一 河村　悠 野田　雅明 リュウ　インテイ 馬越　愛 F

5158 RunRevoONE 瀬戸　優 岩壁　茂 秋元　あやか 渡辺　もとひろ 横山　剛 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

5159 りくおう 岩田　信光 野原　一郎 真下　亜弓 根本　洋平 林　将貴 G

5160 WHSへ参加ください 田端　宏樹 秋山　大志 岩田　理沙 小西　真幸 谷澤　薫平 ゼミ G

5161 Z.W.Bs 清水　研三 小俣　俊之 上田　紗菜恵 三浦　恭子 斉藤　麻里 G

5162 SOH　フォアフット 塚越　達也 佐波　龍彦 篠原　彩香 阿部　友樹 松浦　武宏 G

5170 エームサービス本社－B 平野　陽介 行場　忠宏 竹畠　知里 林　由佳子 宮田　佳泉 G

5171 エームサービス東日本－Ａ 加藤　亮 菊川　智仁 土屋　さとの 坂巻　直美 本間　知子 G

5172 エームサービス東日本－Ｂ 澁谷　嵩 石川　雅祥 秋田　順二 葛山　公基 菅田　真智 G

5173 エームサービス東日本－Ｃ 山本　桂子 竹谷　哲耶 加藤　晃 飯塚　望月 染谷　浩之 G

5174 エームサービス東日本－Ｄ 吉田　健太郎 津村　太郎 臼井　万純 篠田　幸奈 坂巻　義久 G

5175 エームサービス東日本－Ｅ 笠原　政子 水元　恵 大滝　さとみ 本村　裕加 古木　孝太郎 G

5176 エームサービス東日本－Ｇ 岡田　良人 青木　雅弥 神田　莉世 原田　未菜 小島　匡史 G

5177 エームサービス東日本－Ｈ 小島　貴夏行 久保　拓也 三輪　閑香 高橋　士規 市川　雄三 G

5178 エームサービス東日本－Ｊ 松木　亮輔 樋渡　麻美 荻野　芳樹 鈴木　教郎 多田　有希 G

5179 エームサービス東日本－Ｋ 篠崎　麻唯子 村田　浩忠 吉川　桜 堀江　真未 深谷　一子 G

5180 エームサービス東日本－Ｌ 齊藤　美友紀 久米　剛 辰尾　佳彦 竹内　奈美 田畑　華子 G

5181 エームサービス東日本－Ｍ 窪田　悠詩 熊谷　千草 鮎川　由美子 川本　桜 石部　裕一 G

5182 エームサービス東日本－Ｎ 北村　昂輔 岸田　浩明 程原　杏 古川　嘉範 城戸　泰紀 G

5183 エームサービス東日本－Ｏ 亀山　義麿 堀内　恵理 佐藤　絵理奈 坂元　香菜 小川　翔 G

5184 エームサービス西日本－Ｃ 杉山　信市 小池　広平 新谷　佑奈 石田　純平 小川　由理 G

5185 エームサービス関連－Ａ 金田　浩平 嶋田　優 平川　諒 村上　歩実 福島　涼平 G

5186 エームサービス関連－Ｂ 武井　将平 田中　章友 佐藤　ちはる 玉城　さくら 藤崎　健友 G

5187 エームサービスＲＳ－Ａ 湯浅　賢 野村　来海 佐野　紗季子 手嶋　慎次 蓮見　翔悟 G

5188 エームサービスＲＳ－Ｄ 兼次　孝祥 神田　健太郎 水田　瑠美 芳　玄太 原田　陽進 G

5189 エームサービスＲＳ－Ｅ 近藤　康文 石原　章裕 林　ちひろ 湯浅　由紀子 清家　尚 G

5190 エームサービスＡＴＰ 小川　優人 柳川　和史 永島　優一 中田　美香 小川　晃平 G

5191 エームサービス野球部 中村　勝幸 後藤　靖 内藤　華子 佐藤　二郎 兼田　英明 G
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1601 ◆ＦＢＳ＠ＲＵＮ２ 岡部　利夫 疋田　信治 堀川　貴之 小松　啓介 佐田　倫人 A

1602 オーストラリアンOB 内田　祐一 森下　泰幸 高倉　俊郎 東條　誠 林　恒弘 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

1603 大畑ゼミ90A 橋本　東光雄 加藤　淳徳 小林　陽介 北原　真人 大川　順一郎 ゼミ A

1604 勝ちに行く 轟　康史 岩佐　泰志 石井　良明 伊澤　毅洋 大津　勝俊 稲門会 A

1605 きょうせい健走 小堀　弘樹 武田　朋士 大橋　哲 竹内　弘 合田　直之 A

1606 ワルオブラザーズ 平野　真行 菊地　宏樹 大城　昭二郎 笠原　健一 佐藤　貴典 B

1607 公研Ａ 上田　秀樹 福澤　武文 稲葉　健太郎 宮沢　保弘 青木　秀憲 文化系サークル・団体 B

1608 『三元』ポークス 石西　亮太郎 水田　徹 宮崎　祐史 布施　哲人 角田　大 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1609 地酒・小料理さくらい 谷村　博行 佐藤　博芳 達林　高広 佐々木　克典 田沼　信宏 B

1610 芝陸上部93卒 島田　健一郎 森　知樹 久保寺　雄一 松田　淳 杉本　斉 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1611 遵法会 碓井　誠一 絹谷　武 志村　直樹 坂倉　実 今成　慎一 文化系サークル・団体 C

1612 早実1995 新谷　仁 瓜生　俊太郎 秋葉　祐輔 作田　健太郎 及川　明宣 C

1613 早実５８ 守屋　丈昭 渡辺　哲朗 阿部　義弘 神永　善孝 水谷　彰宏 フォーエバーヤング C

1614 Wのキセキ 宇佐美　治 近藤　健 加藤　大輔 加野　俊明 齋藤　雅 C

1615 だるま大学 宮島　大輔 大西　鉄平 庄司　智広 田中　淳 渡辺　千尋 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1616 チームエクシード 清水　浩之 野口　敦己 新井　輝彦 糟谷　明紀 齋藤　敦 D

1617 TEAMコマ劇前 河原　毅 片桐　友和 浦井　建司 寺嶋　学 山下　眞護 文化系サークル・団体 D

1618 チーム林田くそ親父Ｏ 古川　博一 立石　勉 倉澤　幹矢 関屋　宇太郎 高橋　研 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1619 TeamB2Kamo 蒲原　雄介 鎌田　祐輔 松澤　雅登 藤田　英継 安藤　亮平 文化系サークル・団体 D
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1620 Fountain 刑部　仁 米田　文彦 傳田　陽一 和田　圭史 道正　俊明 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1621 チームまちじかん 吉田　学 櫻井　太郎 金田　篤実 永見　貴信 高菅　永次 E

1622 チーム宮島 三島　融 中野　淳太 熊井　健 笠原　卓 小林　幸司 ゼミ E

1623 TK‐HIRO‘S 高　長伯 谷田　隆紘 日比　一誠 齋藤　隆博 杉原　辰徳 E

1624 日本設計 小坂　幹 浜田　隆司 加藤　彰一 福田　雅仁 依田　晉一郎 フォーエバーヤング E

1625 HI-WIND 柿内　賢 奥村　浩志 松本　淳 落合　考志 小森　敬太 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1626 ８７スポーツ応援部＋ 安藤　博史 本城　直樹 佐々木　薫 佐久間　幸也 土井　直喜 稲門会 F

1627 ファイナンス研究科 飯野　智章 阿部　学 桜庭　貴志 佐藤　仁 増山　馨介 ゼミ F

1628 マイコン塾OB 神長　秀樹 光明　宏之 四村　保志 中村　洋一郎 堀場　琢磨 フォーエバーヤング F

1629 マハル 垰　光起 加川　雅昭 南條　勉 岩本　健一 加藤　好計 F

1630 名所古蹟研究会 徳升　直也 鳥巣　孝之 菊池　常樹 梶原　実 坪井　健二 文化系サークル・団体 F

1631 WCK 北森　浩 永島　偉行 前原　保彦 萩原　一彦 田代　重彦 フォーエバーヤング G

1632 W1988s 遠藤　芳博 寺田　修 安田　昌弘 阪　英樹 藤枝　精也 稲門会 G

1640 エームサービス本社－Ａ 馬渡　優 落合　大祐 天内　博継 志茂　昌利 森田　明 フォーエバーヤング G

1641 エームサービス西日本－Ａ 冨田　浩章 北風　雄司 森　孝也 小野　正人 石岩　貴光 G

◆駅伝　over35･男女混合の部
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1701 合気道部稲門会１ 森藤　雅史 岡崎　猛 金澤　恵 茂呂　正樹 大杉　光生 体育会、スポーツ系サークル・団体 A

1702 アナ研新橋オヤジ飲み 比賀　雄樹 赤坂　優樹 山田　忠 辻　理恵子 比賀　美樹 ゼミ A

1703 荒波会 南　智 黒木　武将 田所　仁美 大野　久美子 小林　次郎 フォーエバーヤング A

1704 以上こちら小田急指令 今田　淳一 山川　隆信 矢野　珠美 湯川　真一 阿部　耕平 A

1705 1990年次稲門会A 小林　俊史 佐藤　俊彦 土屋　雅代 佐野　雄一郎 片岡　幸枝 稲門会 A

1706 1990年次稲門会B 森田　吉則 藤井　克之 日根　靖子 大島　修 柿沼　洋 稲門会 A

1707 1990年次稲門会C 菊田　仁 大谷　政明 亀井　裕子 天野　仁 井戸川　等 稲門会 A

1708 1990年次稲門会D 増田　欣是 内本　久嗣 常山　あかね 南雲　靖夫 大石　哲也 稲門会 A

1709 NCNPクラシック 北浦　円 寄本　恵輔 花井　亜紀子 塚本　忠 三浦　拓人 稲門会 A

1710 FTT 山崎　高資 坂元　宏豊 松枝　里佳 戸口　孝治 森　徹 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1711 LM地議連マラソン１ 黒川　勝 山中　啓之 佐藤　真和 有賀　正義 猪奥　美里 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1712 お先にどうぞ２０１７ 三枝　有美 清水　徹 田野入　公仁子 今井　真美 加山　紀子 B

1713 鬼子母神興業２０１８ 遠藤　陽一 後藤　広幸 成田　康枝 宮澤　徹 廿枝　幹夫 フォーエバーヤング B

1714 キタケンＡＲＡＳＨＩ 櫻庭　伸宏 北田　祐一 向山　明久美 山口　聡也 吉田　純平 体育会、スポーツ系サークル・団体 B

1715 清宮応援隊！ 繁田　純一 中川　雄一 沢田　みち子 有賀　正彦 沢田　博 フォーエバーヤング B

1716 校友会千葉県支部A 清水　健介 軸屋　圭司 小野　高志 清水　亮 平山　公子 稲門会 B

1717 54ラン会クラシック 荻野　卓人 松原　雅明 益田　あけみ 住吉　環 村田　明夫 フォーエバーヤング B

1718 54ラン会スーパー 大橋　修 日比野　悦久 桜井　直子 岡野　勝 福田　光洋 フォーエバーヤング B

1719 54ラン会プレミアム 遠藤　弘文 木田　加夫利 奥田　ちえ 系野　力 山口　桂子 フォーエバーヤング B

1720 ご褒美ビール 小出　裕 佐藤　伸隆 森川　真帆 レオナルド　エストラネロ 井上　憲一 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1721 ご褒美ワイン 石川　嗣 加納　義弘 渡辺　浩美 瀬山　光子 古郡　真理子 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1722 札幌南高校陸上部OB 成瀬　拓也 生駒　佑人 岩崎　裕治 石川　理子 望月　善雄 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1723 島田ゼミ９２Ａ 町井　直美 髙城　伸幸 山本　佳子 山本　充宏 磯渕　一成 ゼミ C

1724 島田ゼミ９２Ｂ 高田　由紀 吉田　憲 倉田　りょう子 川名　剛 松村　俊 ゼミ C

1725 社会科学部稲門会 吉田　直人 新谷　俊樹 甘利　知子 副島　亮 西宮　正明 稲門会 C

1726 シャモアイチャン 黒須　宏典 吉澤　重志 鮎川　志津子 堀　芳郎 大盛　基之 フォーエバーヤング C

1727 射ラン弓！ 岡戸　典子 小林　雅子 山本　健 鈴木　美詠 小林　建太 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1728 スコール駅伝部 安倍　功 太田　一朗 高崎　繭子 山野　由紀 斉木　博子 体育会、スポーツ系サークル・団体 C

1729 正統館 ベテラン団 小林　大輔 並木　將志 柳生　洋次 藤原　政嗣 手塚　憲子 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1730 早実初等部1-1父母 高橋　裕里 浜本　隆之 石橋　真紀 下村　誠治 丸山　晃 D

1731 早実父母の会ツルマキ 南　俊基 馬場内　大造 馬場内　綾子 幸木　一 大石　智一 D

1732 早実父母の会ブンジ 山畑　和巳 稲木　俊成 増井　ゆかり 中道　大輔 中島　宏史 D

1733 早大NBC 高野　稔 青木　竜司 鳴川　浩子 山下　将司 鹿嶋　佑介 体育会、スポーツ系サークル・団体 D

1734 TAKADABEST 真下　哲 高田　聖基 種田　知子 大桃　寛生 古川　公平 D

1735 旅の会　狂騒部 田邊　陽一郎 野口　耕平 山口　智 梶本　裕子 池津　克尋 フォーエバーヤング D

1736 WAK40's 加藤　暁 岸田　剛 舟津　宜史 是沢　聡子 佐藤　真奈美 文化系サークル・団体 D

1737 W8+emilin 村上　匡則 野村　智之 野澤　和世 川島　吉博 横山　えみ 稲門会 D

1738 WSS 本島　淳二 庄子　直樹 松村　若葉 生方　宏之 石橋　浩章 体育会、スポーツ系サークル・団体 E

1739 ダンケッツ 伊藤　大樹 豊田　健一郎 丸島 優子 土屋　哲生 成瀬　美和 E

1740 チームWOX 櫻井　要 飯島　伸博 松本　高明 久喜　政徳 内田　裕子 E

1741 チーム英速研 中島　健 大川　高輝 野口　雄史 後白　幾子 植島　康衡 文化系サークル・団体 E

1742 チーム黒目川 水間　善之 荻原　健 富岡　宏修 加瀬　昌之 秋浦　良子 稲門会 E
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1743 チーム寿花 饗場　崇夫 栗山　聡 笹原　和子 佐藤　剛 小濱　靖典 E

1744 チームＺＵＫＡ 竹中　理比古 石川　知男 宮嶋　和美 谷田部　啓一 石塚　悟 E

1745 TeamB2Want 大塚　章洋 長谷川　哲 梅田　亮 下口　直美 山田　悟史 文化系サークル・団体 E

1747 ８３会ランランチーム 川北　好伸 久保　孝也 佐藤　順子 安田　智子 大竹　正之 フォーエバーヤング F

1748 ８３会ルンルンチーム 安原　しのぶ 村重　宏 嶋崎　淳子 岩田　修 谷口　浩司 フォーエバーヤング F

1749 ８７スポーツ応援部 黒沢　資到 惣野　正久 青山　明子 沖森　公輔 大友　啓生 稲門会 F

1750 PSRC 奥田　健 永瀬　正俊 石原　木綿 石原　寛司 成松　道郎 体育会、スポーツ系サークル・団体 F

1751 ベル 金田　一側 室井　聡 田中　美弥津 本田　有紀 宅間　進 F

1752 マイルストーン 小柳　朝子 片岡　勇 大槻　依都子 林　研吉郎 大槻　直史 文化系サークル・団体 F

1753 ＭＡＣ３５ 安生　充宏 鈴木　良則 芳澤　卓矢 粟村　規子 岡崎　喜和 F

1754 松嶋研究室 番場　正和 清水　敦之 成松　道博 成松　澄子 太田　啓文 ゼミ F

1755 三原高校1981 河原　幹夫 本田　功 東　ひづる 山際　浩二 中山　隆雄 フォーエバーヤング F

1756 都大路プロジェクトA 赤羽　正照 田辺　智丈 伊藤　孝信 田辺　恭子 赤羽　恵美 フォーエバーヤング G

1757 都大路プロジェクトB 高橋　克徳 大前　進 高橋　雅子 杉原　正之 杉原　直美 G

1758 YORIMOTO 橘内　恵太 新庄　晶太 上田　佑子 大高　聡子 山本　直樹 ゼミ G

1759 ランレボ・熱血！ 松浦　義人 平山　光典 堀　しのぶ 増田　寿子 井手　陽子 体育会、スポーツ系サークル・団体 G

1760 漫談クラブ 荒木　輝喜 池田　聡司 澁谷　陽子 清水　健次 高橋　理史 文化系サークル・団体 G

1761 人科バレーボール「シャフト」OB 瀬尾　尚史  加藤　浩  辻村　洋太郎 扇谷　弘美 戸部　直紀 体育会、スポーツ系サークル・団体 G


