
氏名 所属 Eカード

M21E
糸賀　翔大 東大大学院 199364
深田　恒 東大OLK 173221
福井　悠太 東大OLK 182497
祐谷　大輝 東大OLK 208310
篠原　岳夫 渋谷で走る会 77032
小暮　喜代志 朱雀OK 161046
小菅　一輝 朱雀OK レンタル
松下　睦生 京都OLC 114665
橘　孝祐 横浜国立大学 210037
福井　直樹 緑外会 196070
松澤　俊行 浜松学院大短大部 レンタル
樋口佳祐 名古屋大学 196107
石山　良太 名古屋大学 196150
黒田　幹朗 長野県OL協会 レンタル
堀田　遼 トータス 210012
田中　基成 筑波大学 199675
島倉 侑志 金大OLC 208454
大竹 達也 金大OLC 208352
石黒　文康 京大OLC27期 64197
細川知希 岐阜OLC 208289
円井　基史 金沢工業大学 77038
谷川　友太 OLCルーパー 87666
前田悠作 OLCルーパー 180525
川上雅人 OLCルーパー 168859
松井　健哉 OLCルーパー 76979
菅谷　裕志 OLCルーパー 76980
中島　正治 KTC 200732
鈴木　蒼 APPLE　TREE 170310
赤坂　太郎 レンタル

W21E
高橋　摩帆 朱雀OK レンタル
川島実紗 名古屋大学 196146
山岸　夏希 筑波大学 400252
斎藤　早生 チーム白樺 172915
津田　春菜 京葉OLクラブ レンタル
柳川 梓 京葉OLクラブ 204639
五味 あずさ 金大OLC 208252
木村 史依 金大OLC 208221
渡辺　円香 ES関東C 161049

M21A
内藤　愉孝 浜松OLC 401958
松本　佳也 女郎蜘蛛が嫌だ レンタル
市脇　翔平 紅萠会 レンタル
小倉　暢 京都大学大学院情報学研究科知能情報学専攻メディア応用講座映像メディア分野美濃研究室64084
松尾　遼 京都大学OB レンタル
倉本　竜太 京都ＯＬＣ レンタル
伊藤　奎梧 京大OLC宇治支部 64079
宇井　賢 京大OB 170268
内藤　一平 京大OB レンタル
古村　尭大 京大OB 114672
寺田　啓介 京大OB 76882
長谷部　達也 京大OB 76881
杦田　士郎 緑外会 レンタル
藤田　純也 ぼっちOB 64156



秋山周平 阪大OLC 196084
松浦知佑 阪大OLC 209998
石田洋 阪大OLC レンタル
近藤吉史 阪大OLC 209685
清川裕樹 阪大OLC 209684
矢野峻平 阪大OLC 210000
佐藤真悟 阪大OLC 195991
福井智也 阪大OLC 210039
藤原秀人 阪大OLC 210042
今井洋輔 阪大OLC レンタル
小川丈彰 阪大OLC 196075
鹿島　健人 新潟大学 210005
高野　兼也 新潟大学 210182
石川仁弥 名古屋大学 196148
山内崇弘 名古屋大学 196108
林千尋 名古屋大学 180805
高水陽介 名古屋大学 180031
大村幸一郎 名古屋大学 180804
南河駿 名古屋大学 208358
岩瀬史明 名古屋大学 208384
堀尾健太郎 名古屋大学 208178
澤田潤 名古屋大学 208264
柴沼　健 早大OC 147934
金谷 敏行 朱雀OK レンタル
築地孝和 神大OLK 196100
三村公人 神大OLK 209789
田濃　邦彦 静岡OLC 412157
北川　太一 神戸市外国語大学 210028
小山清 京葉ＯＬクラブ レンタル
井口 悠士 金大OLC 208323
大箭 歩 金大OLC 208321
渡邊　壮 金大OLC 208317
長谷　悠陽 金大OLC 196345
高嶋　健伍 金大OLC 196240
春日　直也 金大OLC 196239
宮本 佳記 京大OLC29期 レンタル
木下　涼雅 金沢工業大学 210113
井上　裕介 金澤或る辺くらぶ レンタル
玉木　圭介 大阪OLC レンタル
畝林　誠 石川県協会 レンタル
大江 恒男 OLP兵庫 148327

W21A
築山　絢 488137
大野真由莉 奈良女子大学 レンタル
燈田真佑子 奈良女子大学 レンタル
安永悦世 奈良女子大学 レンタル
増田美穂子 奈良女子大学 レンタル
下川千晴 奈良女子大学 レンタル
野内瑞生 奈良女子大学 レンタル
寺嶋　貴美江 ES関東C 200520
熊野谿 真帆 金大OLC 208136
鈴木　彩可 金大OLC 208315
渡辺菜央美 水圏動物学研究分野 180894
鈴木　友紀乃 新潟大学 210213
中村友香 名古屋大学 198825
栗原　真季子 サン・スーシ レンタル
篠原　夏子 渋谷で走る会 221789



M21AS
稲田　旬哉 OLCふるはうす レンタル
中村　陽二 京大OB レンタル
川島　哲士 京大OLC レンタル
岡本　耀平 鞍部同好会 64051
福井　直樹 OLP兵庫 レンタル
坂口祐生 青波走行会 196114
林　浩平 筑波大学 199569
小林　篤司 29 64172
西村　淳史 大阪OLC/札幌農学校 85324

W21AS
大井　綾 京都OLC レンタル
坂井　あんず 京大Apple Tree 64122
酒井　夕貴 椙山女学園大学 196188

M35A
有吉　俊博 北摂ADV部 レンタル
平山　友啓 KOLA 183174
中里　勝彦 航走の会 レンタル
辻村　歩 OLCふるはうす レンタル
石原孝彦 大阪OLC レンタル
福田　雅秀 川越OLC 190125
大原　卓 晴れの国岡山OLC 199670
奥村　理也 OLC吉備路 401574

W35A
三井　由美 三河OLC 182166
中野　寛子 北摂を走ろう！ADV部 レンタル
松本　和美 徳島県OL協会 レンタル
深川久美子 朱雀OK 158589
宮本　知江子 京葉OLクラブ 185348
青柳紀子 ＯＬＣふるはうす レンタル
北川　仁美 ＯＬＣふるはうす レンタル
村越　久子 ＯＬＣ吉備路 483347
岸本　矢誉衣 レンタル

M50A
山田　成之 北摂を走ろう！ADV部 レンタル
板東　光彦 徳島県OL協会 レンタル
加藤　昭次 多摩OL 410697
太矢　隆士 京葉OLクラブ レンタル
齋藤　英之 川越OLC 210198
阪本　博 大阪OLC レンタル
板谷　日出男 ＯＬＰ兵庫 148329
城森博幸 OLP兵庫 148345
千原　昇 OLP兵庫 148366
片山　雅之 OLP兵庫 レンタル
井上　仁 OLCレオ 172702
飛松　淳一 ＯＬＣレオ レンタル
片山　秀昭 OLCレオ レンタル
鵜飼　須彦 OLCﾙｰﾊﾟｰ 220416
北川　達也 ＯＬＣふるはうす レンタル
寺嶋　一樹 ES関東C レンタル
宮崎　敦司 195995
Goossens Dirk 408484

W50A
大塚ふみ子 千葉OLK 488196



Verbraken Linda 182134

M65A
大塚校市 千葉OLK 483411
辻村　修 コンターズ レンタル
海野忠秋 川越ＯＬＣ 210093
前田　春正 KOLA 488135
尾和　薫 三河OLC 198870
大場　隆夫 サン・スーシ 208254
村橋 和彦 ＫＯＬＡ 172687
小嶋　信義 ワンダラーズ 479693
澤地　實 大阪OLC レンタル
小幡　昭次 三河OLC 79389
佐藤　旭一 晴れの国岡山OLC 210503

W65A
海野とみ子 川越ＯＬＣ 185290
吉村　和子 晴れの国岡山OLC 210473

M20A
竹内　元哉 東大OLK 208156
佐藤　遼平 東大OLK 221734
福岡　憲彦 京大OLC レンタル
永井　孝太郎 京大OLC レンタル
松本　萌希 京大OLC レンタル
山本　明史 京大OLC レンタル
吉岡　英晃 京大OLC レンタル
二村　真司 京大OLC レンタル
楠山　直征 京大OLC レンタル
今村　洸輔 京大OLC レンタル
松永　佳大 京大OLC レンタル
田中　陽祐 京大OLC レンタル
三宅　皓一朗 京大OLC レンタル
伴　広輝 京大OLC レンタル
山田　将輝 京大OLC レンタル
田中創 阪大OLC レンタル
遠藤匠真 阪大OLC レンタル
田中喜宇 阪大OLC レンタル
三澤樹 阪大OLC レンタル
山本達己 阪大OLC レンタル
吉原幸輝 阪大OLC レンタル
長江源輝 名古屋大学 220286
横田智也 名古屋大学 208160
竹内公一 名古屋大学 220310
西澤興 名古屋大学 220284
林雅人 名古屋大学 220307
西嶋就平 名古屋大学 220383
前野達也 名古屋大学 220382
高橋英人 桐朋IK 183070
大石洋輔 桐朋IK 183067
国沢楽 桐朋IK 183068
浜口哲 桐朋IK Myカード
長井　健太 東京農工大学 114991
熊田　悠人 東海高校 190186
宮嶋　大輔 東海高校 198865
熊田　悠人 東海高校 190186
和佐田祥太朗 東海高校 190185
中村郁 東海高校 190188
古殿　直也 東海高校 190187



岡嶋　隆太 東海高校 198866
野田　聡 東海高校 190175
石田倫啓 東海高校 198869
梅本　航聖 東海高校 198868
楠　健志 筑波大学 210106
宮本　樹 京葉OLクラブ 185352
寺西　翔 金大OLC 196611
植木　崇司 金沢工業大学 レンタル
青木　惇平 金沢工業大学 レンタル
吉澤　雄大 KOLC Myカード

W20A
田中優里 奈良女子大学 レンタル
岡本ひなの 奈良女子大学 レンタル
橋本 咲良 金大OLC 196349
竹下　あかね 金大OLC 196348
坂本　有衣 金大OLC 196347
山森　汐莉 金大OLC 196346
佐久間　文香 新潟大学 210383
金田　満帆 京女OLC 210007
佐野　萌子 京女OLC 210035
土江　千穂 京女OLC 209682
内堀　百里子 京女OLC 199390
筒井 佑紀 京女OLC 210006
小澤 真帆 京女OLC 210033
田沼 未来 京女OLC 199575
工藤 英理子 京女OLC 199671

M18A
吉水海人 桐朋IK 183064
小寺義伸 桐朋IK 185397
高橋友徳 桐朋IK 183069

M15A
寺嶋　謙一郎 ES関東C 200521
千原　昇悟 OLP兵庫 148463
福井　陽貴 OLP兵庫 レンタル

B
平中　幸樹 KTC レンタル
中田　茂夫 OLCルーパー レンタル
中田　啓子 OLCルーパー レンタル
齋藤　まどか 川越OLC 210412
米本　善政 徳島県オリエンテーリング協会 レンタル
葉　家慧 新潟大学 210387
村上澄代 晴れの国岡山OLC レンタル
小磯　聡士 守山高校山岳部 レンタル
大西　智 守山高校山岳部 レンタル
市川　知樹 守山高校山岳部 レンタル
若狭　耀生 守山高校山岳部 レンタル
堂丸　大輔 守山高校山岳部 レンタル
吉岡　光 守山高校山岳部 レンタル
三好　克朗 守山高校山岳部 レンタル
上原　響 守山高校山岳部 レンタル
宇野　彰良 守山高校山岳部 レンタル
饗場　一志 守山高校山岳部 レンタル
伊東　秀一郎 守山高校山岳部 レンタル
山岡　勢波 守山高校山岳部 レンタル
北野　なつこ 守山高校山岳部 レンタル



内田　万尋 守山高校山岳部 レンタル
臼井　萌 守山高校山岳部 レンタル
内田　陽菜 守山高校山岳部 レンタル
片島　空 守山高校山岳部 レンタル
櫻井　美穂 守山高校山岳部 レンタル
山村　紗永 守山高校山岳部 レンタル
植田　晴美 守山高校山岳部 レンタル
寺村　和仁 守山高校山岳部 レンタル
瀬谷　全那 大阪OLC レンタル
瀬谷　利花 大阪OLC レンタル
小嶋　裕 大阪OLC レンタル
井上　善博 レンタル
安達　智 レンタル
小谷一眞

G
小山　達之　 種智院大学 171848
中武　慧悟 種智院大学 レンタル
深川真優 朱雀OK レンタル

市民クラス
赤松　勲 レンタル


