
行き（貴生川駅北口→会場）

バス1便
出発時刻 到着時刻 乗車人数 空き座席数

8:05 8:35 21 4

名前 クラス スタート時刻 所属
宮嶋 大輔 M20A 11:05 東海高校
小林 知彦 M21A 11:08 みちの会
小林 隆嗣 M21E 11:12 東北大OLC
松澤 俊行 M21E 11:14 浜松学院大短大部
上野  真衣 OB 11:00 膳所高校山岳班
家木 力 OB 11:01 膳所高校山岳班
山田 喜明 OB 11:02 膳所高校山岳班
大垣  瑞生 OB 11:03 膳所高校山岳班
園部  裕人 OB 11:04 膳所高校山岳班
木村  駿太 OB 11:05 膳所高校山岳班
植野  拓也 OB 11:06 膳所高校山岳班
米田  朝陽 OB 11:07 膳所高校山岳班
中平  幸輝 OB 11:08 膳所高校山岳班
青山  大樹 OB 11:10 膳所高校山岳班
坂口 秀 OB 11:11 膳所高校山岳班
竹内  文人 OB 11:12 膳所高校山岳班
小島  弘幹 OB 11:13 膳所高校山岳班
桐畑  嵩哉 OB 11:14 膳所高校山岳班
柳川 梓 W21E 11:05 京葉OLC
津田 春菜 W21E 11:11 京葉OLクラブ
村越 久子 W35A 11:13 静岡OLC

バス2便
出発時刻 到着時刻 乗車人数 空き座席数

9:15 9:45 25 0

名前 クラス スタート時刻 所属
宮本 知江子 W35A 11:08 京葉OLクラブ
岡本 洸彰 M20A 11:28 東大OLK
赤井 章吾 M21A 11:15 東北大OLC
秋山 周平 M21A 11:18 阪大OLC
河野 大和 M21A 11:31 東大OLK
築地孝和 M21A 11:37 神大OLK
冨山 稜真 M21A 11:38 千葉大OLC
大田 将司 M21A 11:44 一橋大学
澤田 潤 M21A 11:48 名大OLC
岩瀬 史明 M21E 11:26 名大OLC
小林 大悟 M21E 11:34 筑波大学
中里 勝彦 M35A 11:29 航走の会
小野田 敦 M50A 11:37 京都OLC
谷垣 宣孝 M50A 11:41 OLP兵庫
飛松 淳一 M50A 11:47 OLCレオ
高橋 厚 M65A 11:48 多摩OL
石田 亘宏 M65A 11:49 愛知OLC
平野  文俊 OB 11:15 膳所高校山岳班
森島 樹 OB 11:16 膳所高校山岳班
宮崎 うらら OB 11:17 膳所高校山岳班
稲森  康太 OB 11:18 膳所高校山岳班
直井 萌香 W21A 11:56 筑波大学
川島 実紗 W21E 11:21 名大OLC
高橋 明美 W50A 11:15 サン・スーシ
石田 美代子 W65A 11:53 愛知OLC

バス3便
出発時刻 到着時刻 乗車人数 空き座席数

10:25 10:55 10 15

名前 クラス スタート時刻 所属
田中 基成 M21A 12:11 筑波大学
山田 高志 M21A 12:17 トータス
関野 賢二 M65A 11:44 YTC78
前田 春正 M65A 11:55 KOLA
中島 浩一 O35 12:02
小原 哲朗 O50 12:08 島根県協会
辻村 修 O65 12:04 コンターズ
荘 珮琪 W21A 11:47 CTOA
黃 宜瑾 W21A 11:52 CTOA
鳥羽 都子 W21A 11:57 OLCレオ



帰り（会場→貴生川駅北口）

出発時刻 到着時刻 乗車可能人数
バス1便 13:30 14:00 25
バス2便 14:40 15:10 25
バス3便 15:50 16:20 25

名前 所属 名前 所属
荘 珮琪 CTOA 上野  真衣 膳所高校山岳班
黃 宜瑾 CTOA 家木 力 膳所高校山岳班
前田 春正 KOLA 山田 喜明 膳所高校山岳班
飛松 淳一 OLCレオ 大垣  瑞生 膳所高校山岳班
鳥羽 都子 OLCレオ 園部  裕人 膳所高校山岳班
谷垣 宣孝 OLP兵庫 木村  駿太 膳所高校山岳班
関野 賢二 YTC78 植野  拓也 膳所高校山岳班
辻村 修 コンターズ 米田  朝陽 膳所高校山岳班
高橋 明美 サン・スーシ 中平  幸輝 膳所高校山岳班
山田 高志 トータス 青山  大樹 膳所高校山岳班
小林 知彦 みちの会 坂口 秀 膳所高校山岳班
石田 亘宏 愛知OLC 竹内  文人 膳所高校山岳班
石田 美代子 愛知OLC 小島  弘幹 膳所高校山岳班
大田 将司 一橋大学 桐畑  嵩哉 膳所高校山岳班
田中 大貴 一橋大学 平野  文俊 膳所高校山岳班
山口 大地 京大OLC 森島 樹 膳所高校山岳班
小野田 敦 京都OLC 宮崎 うらら 膳所高校山岳班
津田 春菜 京葉OLクラブ 稲森  康太 膳所高校山岳班
中里 勝彦 航走の会 宮嶋 大輔 東海高校
秋山 周平 阪大OLC 河野 大和 東大OLK
村越 久子 静岡OLC 小林 隆嗣 東北大OLC
冨山 稜真 千葉大OLC 赤井 章吾 東北大OLC
高橋 厚 多摩OL 松澤 俊行 浜松学院大短大部
小林 大悟 筑波大学 川島 実紗 名大OLC
直井 萌香 筑波大学 中島 浩一
田中 基成 筑波大学 古村尭大 紅萠会
小原 哲朗 島根県協会
池田俊彦 つるまいOLC 合計人数 54人


