
第21回京大京女大会　エントリーリスト

姓 名 ふりがな（姓） ふりがな（名） 性別 所属 Eカード Eカードナンバー
M21E

鈴木 蒼 すずき そう 男 APPLE TREE MyEカード 170310
小暮 喜代志 こぐれ きよし 男 ES関東C MyEカード 161046
橘 孝祐 たちばな こうすけ 男 KOLC MyEカード 210037
菅谷 裕志 すがや ひろし 男 OLCルーパー MyEカード 76980
谷川 友太 たにかわ ゆうた 男 OLCルーパー MyEカード 87666
松井 健哉 まつい けんや 男 OLCルーパー MyEカード 76979
戸上 直哉 とがみ なおや 男 トータス レンタル
宮本 樹 みやもと たつき 男 京葉OLクラブ MyEカード 185352
松下 睦生 まつした むつき 男 京都OLC MyEカード 114665
岩瀬 史明 いわせ ふみあき 男 名大OLC MyEカード 208284
山内 崇弘 やまうち たかひろ 男 名大OLC MyEカード 196108
伊藤 陵 いとう りょう 男 朱雀OK MyEカード 501742
石黒 文康 いしぐろ ふみやす 男 朱雀ＯＫ MyEカード 64197
深田 恒 ふかだ わたる 男 杏友会 MyEカード 173221
堀田 遼 ほった りょう 男 杏友会 MyEカード 210012
小林 隆嗣 こばやし たかつぐ 男 東北大OLC MyEカード 200526
河野 大和 こうの やまと 男 東大OLK MyEカード 208545
平山 遼太 ひらやま りょうた 男 東大OLK MyEカード 208281
松尾 怜治 まつお れいじ 男 東大OLK MyEカード 208555
松澤 俊行 まつざわ としゆき 男 浜松学院大短大部 レンタル
小林 大悟 こばやし だいご 男 筑波大学 MyEカード 220406
円井 基史 まるい もとふみ 男 金沢工大OTC MyEカード 77038

M21A
大江 恒男 おおえ つねお 男 OLP兵庫 MyEカード 148327
片山 裕典 かたやま ひろのり 男 OLP兵庫 MyEカード 211011
源後 知行 げんご ともゆき 男 みちの会 MyEカード 183122
小林 知彦 こばやし ともひこ 男 みちの会 MyEカード 84905
山田 高志 やまだ たかし 男 トータス レンタル
大田 将司 おおた しょうじ 男 一橋大学 MyEカード 221607
田中 大貴 たなか たいき 男 一橋大学 MyEカード 196645
前田 裕太 まえだ ゆうた 男 三河OLC MyEカード 183079
朝野 椋太 あさの りょうた 男 京大OB MyEカード 114673
床尾 瑛 とこお あきら 男 京大OLC レンタル
森河 俊成 もりかわ としなり 男 京大OLC レンタル
内藤 一平 ないとう いっぺい 男 京大OLC33期 レンタル
宇井 賢 うい まさる 男 京大コーチ MyEカード 170268
大箱 貴志 おおはこ たかし 男 京都OLC MyEカード 64031
松井 俊樹 まつい としき 男 京都OLC レンタル
安中 勇大 やすなか ゆうだい 男 京都OLC MyEカード 64022
田中 宏明 たなか ひろあき 男 元調査者 MyEカード 64089
明石 孝平 あかし こうへい 男 千葉大OLC MyEカード 228340
冨山 稜真 とみやま りょうま 男 千葉大OLC MyEカード 228337
中浴 広樹 なかさこ ひろき 男 千葉大OLC MyEカード 220279
中野 航友 なかの こうすけ 男 千葉大OLC MyEカード 228339
横田 智也 よこた ともや 男 名古屋大学 MyEカード 208160
大村 幸一郎 おおむら こういちろう 男 名大OLC MyEカード 180804
澤田 潤 さわだ じゅん 男 名大OLC MyEカード 208264
野田 昌太郎 のだ しょうたろう 男 名大OLC MyEカード 208180
堀尾 健太郎 ほりお けんたろう 男 名大OLC MyEカード 208178
玉木 圭介 たまき けいすけ 男 大阪ＯＬＣ レンタル
金林 優美 かねばやし ゆみ 女 奈良女子大学 MyEカード 228224
山本 徳高 やまもと のりたか 男 岡山大学OLC MyEカード 225990
下江 裕貴 しもえ ひろき 男 広大OLC レンタル
益村 晃司 ますむら こうじ 男 広大OLC レンタル
金谷 敏行 かなや としゆき 男 朱雀OK レンタル



小菅 一輝 こすげ かずき 男 朱雀OK レンタル
深川 陽平 ふかがわ ようへい 男 朱雀OK MyEカード 158589
栗本 開 くりもと かい 男 東京大学 MyEカード 196243
赤井 章吾 あかい しょうご 男 東北大OLC MyEカード 200417
猪俣 祐貴 いのまた ゆうき 男 東大OLK MyEカード 196706
加藤 岬 かとう みさき 男 東大OLK MyEカード 208486
木島 佑輔 きじま ゆうすけ 男 東大OLK MyEカード 196241
田中 翔大 たなか しょうた 男 東大OLK MyEカード 208495
前中 脩人 まえなか しゅうと 男 東大OLK MyEカード 208295
畝林 誠 うねばやし まこと 男 石川県協会 レンタル
北村 康明 きたむら やすあき 男 神大OLK MyEカード 210067
築地 孝和 ちくち のりやす 男 神大OLK MyEカード 196100
三村 公人 みむら きみと 男 神大OLK MyEカード 209789
蔵田 真彦 くらた まさひこ 男 神奈川県川崎市 MyEカード 38792
田中 基成 たなか もとなり 男 筑波大学 MyEカード 5000444
古村 尭大 こむら たかひろ 男 紅萠会 MyEカード 114672
井口 悠士 いのくち ゆうし 男 金大OLC MyEカード 208321
大竹 達也 おおたけ たつや 男 金大OLC MyEカード 208454
大箭 歩 おおや あゆむ 男 金大OLC MyEカード 208317
神谷 孫斗 かみや まごと 男 金大OLC MyEカード 208136
辻岡 尚太郎 つじおか こうたろう 男 金大OLC MyEカード 208252
寺西 翔 てらにし かける 男 金大OLC MyEカード 196348
渡邊 壮 わたなべ そう 男 金大OLC MyEカード 208315
青木 惇平 あおき じゅんぺい 男 金工大OTC レンタル
木下 涼雅 きのした りょうが 男 金工大OTC MyEカード 210113
秋山 周平 あきやま しゅうへい 男 阪大OLC MyEカード 196084
石田 悠人 いしだ ゆうと 男 阪大OLC MyEカード 196051
岩城 大行 いわき ひろゆき 男 阪大OLC MyEカード 210038
遠藤 匠真 えんどう しょうま 男 阪大OLC MyEカード 222915
清川 裕樹 きよかわ ゆうき 男 阪大OLC MyEカード 209684
小池 裕介 こいけ ゆうすけ 男 阪大OLC MyEカード 210065
近藤 吉史 こんどう よしふみ 男 阪大OLC MyEカード 209685
佐藤 真悟 さとう しんご 男 阪大OLC MyEカード 195991
田中 創 たなか そう 男 阪大OLC MyEカード 222733
松浦 知佑 まつうら ともすけ 男 阪大OLC MyEカード 209998
松田 伸拓 まつだ のぶひろ 男 阪大OLC MyEカード 196082
矢野 峻平 やの しゅんぺい 男 阪大OLC MyEカード 210000
田濃 邦彦 たのう くにひこ 男 静岡OLC MyEカード 412157
桑山 倫博 くわやま のりひろ 男 静岡大学オリエンテーリング部 MyEカード 220392
瀧下 真一 たきした まこと 男 静岡大学オリエンテーリング部 MyEカード 220287
坪田 光平 つぼた こうへい 男 静岡大学オリエンテーリング部 レンタル
平山 友啓 ひらやま ともひろ 男 ＫＯＬＡ MyEカード 183174

M20A
上村 太城 うえむら たいじょう 男 KOLC MyEカード
山本 拓樹 やまもと ひろき 男 KOLC MyEカード
渡辺 鷹志 わたなべ たかし 男 KOLC MyEカード
荒木 亮哉 あらき りょうや 男 京大OLC レンタル
岩井 龍之介 いわい りゅうのすけ 男 京大OLC レンタル
大野 絢平 おおの じゅんぺい 男 京大OLC レンタル
沖中 陽幸 おきなか はるゆき 男 京大OLC レンタル
河崎 悠樹 かわさき ゆうき 男 京大OLC レンタル
木下 雄大 きのした ゆうた 男 京大OLC レンタル
小池 椋介 こいけ りょうすけ 男 京大OLC レンタル
瀬領 勇司 せりょう ゆうじ 男 京大OLC レンタル
藤本 拓也 ふじもと たくや 男 京大OLC レンタル
山口 大地 やまぐち だいち 男 京大OLC レンタル
青木 健悟 あおき けんご 男 名大OLC MyEカード 220407
加藤 宏明 かとう ひろあき 男 名大OLC MyEカード 220327
竹内 公一 たけうち こういち 男 名大OLC MyEカード 220310
茶谷 知哉 ちゃたに ともや 男 名大OLC MyEカード 231849
南雲 裕貴 なぐも ひろたか 男 名大OLC MyEカード 231229
西嶋 就平 にしじま しゅうへい 男 名大OLC MyEカード 220383
花川 賢人 はなかわ けんと 男 名大OLC MyEカード 220408
林 雅人 はやし まさと 男 名大OLC MyEカード 220307
前野 達也 まえの たつや 男 名大OLC MyEカード 220382



三浦 一将 みうら かずまさ 男 名大OLC レンタル
下江 健史 しもえ たけし 男 広大OLC レンタル
岡本 洸彰 おかもと ひろあき 男 東大ＯＬＫ MyEカード 221644
宮嶋 大輔 みやじま だいすけ 男 東海高校 MyEカード 226211
川島 聖也 かわしま せいや 男 神大OLK MyEカード 196076
今松 亮太 いままつ りょうた 男 阪大OLC MyEカード 196052
硲田 捷将 さこだ かつまさ 男 阪大OLC MyEカード 195990
田中 駿行 たなか としゆき 男 阪大OLC MyEカード 196079

M35A
有吉 俊博 ありよし としひろ 男 北摂ADV部 MyEカード 221802
内海 はやと うつみ はやと 男 徳島県OL協会 レンタル
大野 聡生 おおの としお 男 東海中学校 MyEカード 226212
大原 卓 おおはら たかし 男 晴れの国岡山OLC MyEカード 226199
大林 俊彦 おおばやし としひこ 男 大阪ＯＬＣ MyEカード 173280
木俣 順 きまた じゅん 男 安土UK レンタル
辻村 歩 つじむら あゆむ 男 OLCふるはうす レンタル
中里 勝彦 なかさと かつひこ 男 航走の会 レンタル
半田 太郎 はんだ たろう 男 博多OLC レンタル
福井 直樹 ふくい なおき 男 OLP兵庫 レンタル

M50A
土屋 晴彦 つちや はるひこ 男  愛知OLC MyEカード 185208
寺嶋 一樹 てらしま かずき 男 ES関東C レンタル
稲田 旬哉 いなだ じゅんや 男 OLCふるはうす レンタル なし
北川 達也 きたがわ たつや 男 OLCふるはうす MyEカード 210028
河合 利幸 かわい としゆき 男 OLCレオ レンタル
飛松 淳一 とびまつ じゅんいち 男 OLCレオ レンタル
板谷 日出男 いただに ひでお 男 OLP兵庫 MyEカード 148329
片山 雅之 かたやま まさゆき 男 OLP兵庫 レンタル
谷垣 宣孝 たにがき のぶたか 男 OLP兵庫 MyEカード 210427
池田 俊彦 いけだ としひこ 男 つるまいOLC レンタル
角岡 明 つのおか あきら 男 三河OLC MyEカード 198875
新家 秀男 あらや ひでお 男 中京OC MyEカード 406432

小野田 敦 おのだ あつし 男 京都OLC レンタル
楠見 耕介 くすみ こうすけ 男 大阪OLC レンタル
中原 信一 なかはら しんいち 男 大阪OLC MyEカード 173234
板東 光彦 ばんどう みつひこ 男 徳島県OL協会 レンタル
青木 俊之 あおき としゆき 男 練馬OLC MyEカード 410403
宮崎 敦司 みやざき あつし 男 （無所属） MyEカード 195995

M65A
尾上 俊雄 おのえ としお 男 OLP兵庫 MyEカード 196169
関野 賢二 せきの けんじ 男 YTC78 レンタル
小野 盛光 おの もりみつ 男 三河OLC MyEカード 198930
小幡 昭次 おばた しょうじ 男 三河OLC MyEカード 79389
尾和 薫 おわ かおる 男 三河OLC MyEカード 198870
高橋 厚 たかはし あつし 男 多摩ＯＬ MyEカード 483410
佐藤 政明 さとう まさあき 男 大府市 MyEカード 210397
鹿野 勘次 しかの かんじ 男 岐阜OLC MyEカード 157398
織田 稔 おりた みのる 男 徳島県OL協会 レンタル
石田 亘宏 いしだ のぶひろ 男 愛知OLC MyEカード 401471
河村 健二 かわむら けんじ 男 横浜OLクラブ レンタル
前田 春正 まえだ はるまさ 男 ＫＯＬＡ MyEカード 488135
小畑 睦 おばた むつみ 男 レンタル

M18A
寺嶋 謙一郎 てらしま けんいちろう 男 ES関東C MyEカード 200520

M15A
福井 陽貴 ふくい はるき 男 OLP兵庫 レンタル



W21E
落合 志保子 おちあい しほこ 女 OLCルーパー MyEカード 169732
横山 理恵 よこやま りえ 女 OLCルーパー レンタル
二俣 みな子 ふたつまた みなこ 女 つくばCocco レンタル
柳川 梓 やながわ あずさ 女 京葉OLC MyEカード 204639
津田 春菜 つだ はるな 女 京葉OLクラブ レンタル
稲垣 秀奈美 いながき ほなみ 女 千葉大OLC MyEカード 220278
川島 実紗 かわしま みさ 女 名大OLC MyEカード 196146
加納 尚子 かのう なおこ 女 朱雀OK MyEカード 483354
田中 圭 たなか けい 女 東大OLK MyEカード 196703
椎名 麻美 しいな あさみ 女 茨大OLD MyEカード 211114
木村 史依 きむら ふみえ 女 金大OLC MyEカード 208352
鈴木 彩可 すずき あやか 女 金大OLC MyEカード 208221

W21A
荘 珮琪 Chuang Peichi 女 CTOA レンタル
黃 宜瑾 Huang Yiching 女 CTOA レンタル
三浦 やよい みうら やよい 女 KOLC MyEカード 205206
鳥羽 都子 とば みやこ 女 OLCレオ MyEカード 76971
黒瀬 有紀子 くろせ ゆきこ 女 京女OLC レンタル
鈴木 沙綾 すずき さあや 女 京女OLC レンタル
大井 綾 おおい あや 女 京都OLC レンタル
森谷 風香 もりや ふうか 女 千葉大OLC MyEカード 228231
半田 博子 はんだ ひろこ 女 博多OLC レンタル
中村 友香 なかむら ゆか 女 名大OLC MyEカード 198825
長崎 早也香 ながさき さやか 女 名大OLC MyEカード 208353
大野 真由莉 おおの まゆり 女 奈良女子大学 MyEカード 228341
金澤 めぐみ かなざわ めぐみ 女 奈良女子大学 レンタル
杉原 未奈 すぎはら みな 女 奈良女子大学 MyEカード 228223
燈田 真佑子 とうだ まゆこ 女 奈良女子大学 MyEカード 228225
戸谷 みのり とや みのり 女 奈良女子大学 レンタル
安永 悦世 やすなが えつよ 女 奈良女子大学 MyEカード 228342
石神 愛海 いしがみ なるみ 女 実践女子 MyEカード 196715
塚八 ゆかり つかはち ゆかり 女 朱雀OK レンタル
小村 彩葵 こむら さき 女 東大OLK MyEカード 196713
増田 七彩 ますだ ななせ 女 東大OLK MyEカード 195994
江田 黎子 えだ れいこ 女 枝組 MyEカード 195992
橋爪 佳菜子 はしづめ かなこ 女 椙山女学園大学 MyEカード 208297
直井 萌香 なおい もえか 女 筑波大学 MyEカード 199570
金森 彩 かなもり あや 女 金大OLC MyEカード 196611
山森 汐莉 やまもり しおり 女 金大OLC MyEカード 196349
帯金 未歩 おびかね みほ 女 阪大OLC MyEカード 196093
下村 淳子 しもむら じゅんこ 女 青葉会 レンタル
伊藤 奈緒 いとう なお 女 静岡大学オリエンテーリング部 MyEカード 220394
佐藤 瑞弥子 さとう みやこ 女 静岡大学オリエンテーリング部 MyEカード 220395

W20A
出田 涼子 いずた りょうこ 女 阪大OLC MyEカード 196055
塚越 真悠子 つかこし まゆこ 女 阪大OLC MyEカード 209771
羽鳥 咲和 はとり さな 女 京女OLC MyEカード 226301

W35A
上島 乃英 かみじま のえ 女 名古屋市 レンタル
北川 仁美 きたがわ ひとみ 女 OLCふるはうす レンタル
玉木 由佳 たまき ゆか 女 大阪ＯＬＣ レンタル
寺嶋 貴美江 てらしま きみえ 女 ES関東C MyEカード 200521
松本 和美 まつもと かずみ 女 徳島県OL協会 MyEカード 210554
三井 由美 みつい ゆみ 女 三河OLC MyEカード 182166
村越 久子 むらこし ひさこ 女 静岡OLC MyEカード 48337

W50A
高橋 明美 たかはし あけみ 女 サン・スーシ レンタル
長瀬 朋子 ながせ ともこ 女 つるまいOLC MyEカード 183733

W65A
石田 美代子 いしだ みよこ 女 愛知OLC MyEカード 185212

W15A
落合 英那 おちあい はな 女 OLCルーパー MyEカード 410147



O21
伊藤 奎梧 いとう けいご 男 Apple Tree MyEカード 64079
中村 陽二 なかむら ようじ 男 Apple Tree MyEカード 64032

Huang chin chi, Joe 男 Love Taiwan レンタル
上島 通浩 かみじま みちひろ 男 つるまいOLC レンタル
笠間 悠輔 かさま ゆうすけ 男 京大34期 MyEカード 93437
太田 裕司 おおた ゆうじ 男 京大OB レンタル
小野 真嗣 おの まさつぐ 男 京大OB レンタル

長谷部 達也 はせべ たつや 男 京大OB MyEカード 76881
濱田 佑 はまだ ゆう 男 京大OB MyEカード 114679
小林 篤司 こばやし あつし 男 京大OLC29期 レンタル
宮本 佳記 みやもと よしき 男 京大OLC29期 レンタル
山下 智弘 やました ともひろ 男 京都OLC レンタル
高水 陽介 たかみず ようすけ 男 名大OLC MyEカード 180031
林 千尋 はやし ちひろ 男 名大OLC MyEカード 180805
渡辺 菜央美 わたなべ なおみ 女 名大OLC MyEカード 182217
寺田 啓介 てらだ けいすけ 男 朱雀OK MyEカード 76882
市脇 翔平 いちわき しょうへい 男 紅萠会 レンタル
井上 裕介 いのうえ ゆうすけ 男 金澤或る辺くらぶ レンタル
新粥 文哉 しんがい ふみや 男 鳩の会 MyEカード 220386
山本 信彰 やまもと のぶあき 男 鳩の会 MyEカード 228336

O20
Huang bo yuan, Brian 男 Love Taiwan レンタル

坂口 祐生 さかぐち ゆうき 男 青波走行会 MyEカード 196114
中野 寛子 なかの ひろこ 女 北摂を走ろう！ADV部 レンタル
布川 愉之 ぬのかわ さとし 男 京大OLC レンタル

O35
中島 浩一 なかしま こういち 男 無し レンタル
鮒田 里香 ふなだ りか 女 レンタル

O50
桑山 朋巳 くわやま ともみ 男 三河ＯＬＣ MyEカード 198872
小原 哲朗 こばら てつろう 男 島根県協会 レンタル
山田 成之 やまだ なるゆき 男 北摂を走ろう！ADV部 レンタル

O65
辻村 修 つじむら おさむ 男 コンターズ レンタル

O18
Huang min huei, Mandy 女 Love Taiwan レンタル

OB
Yang wen fen, Lucia 女 Love Taiwan レンタル
青山  大樹 あおやま だいき 男 膳所高校山岳班 レンタル
家木 力 いえき ちから 男 膳所高校山岳班 レンタル
稲森  康太 いなもり こうた 男 膳所高校山岳班 レンタル
植野  拓也 うえの たくや 男 膳所高校山岳班 レンタル
上野  真衣 うえの まい 女 膳所高校山岳班 レンタル
大垣  瑞生 おおがき みずき 男 膳所高校山岳班 レンタル
木村  駿太 きむら しゅんた 男 膳所高校山岳班 レンタル
桐畑  嵩哉 きりはた しゅうや 男 膳所高校山岳班 レンタル
小島  弘幹 こじま ひろもと 男 膳所高校山岳班 レンタル
坂口 秀 さかぐち しゅう 男 膳所高校山岳班 レンタル
園部  裕人 そのべ ゆうと 男 膳所高校山岳班 レンタル
竹内  文人 たけうち ふみと 男 膳所高校山岳班 レンタル
中平  幸輝 なかひら こうき 男 膳所高校山岳班 レンタル
平野  文俊 ひらの ふみとし 男 膳所高校山岳班 レンタル
宮崎 うらら みやざき うらら 女 膳所高校山岳班 レンタル
森島 樹 もりしま いつき 男 膳所高校山岳班 レンタル

山田 喜明 やまだ よしあき 男 膳所高校山岳班 レンタル

米田  朝陽 よねだ あさひ 男 膳所高校山岳班 レンタル

ON
落合 美那 おちあい みな 女 OLCルーパー レンタル


