
第 22回 

京都大学・京都女子大学オリエンテーリング大会前日大会 

エントリーリスト 

※基本的に申し込みを受け付けた順に表記してあります。 

Long 

氏名 所属 E カード番号 

高橋 厚 多摩 OL 233372 

鹿野 勘次 岐阜 OLC 500987 

山本 賀彦 OLP 兵庫 483429 

吉田 勉 オリエンテーリングクラブみちの会 レンタル 

吉田 菜々子 オリエンテーリングクラブみちの会 レンタル 

稲葉 英雄 三河 OLC レンタル 

加納 尚子 朱雀 OK 483354 

村越 久子 静岡ＯＬＣ 483347 

角岡 明 三河 OLC 198875 

髙村 卓 上尾ＯＬクラブ 198768 

緒方 美智 奈良市 レンタル 

赤井 秀和 静岡 OLC 210071 

戸上 直哉 トータス レンタル 

椎名 麻美 ときわ走林会 211113 

小泉 知貴 入間市 OLC 221539 

坂口 裕生 青波走行会 196114 

松澤 俊行 茶の間 レンタル 

上島 浩平 KOLC 221880 

出田 涼子 阪大 OLC 502186 

田中 駿行 阪大 OLC 502294 

菅谷 裕志 OLC ルーパー 76980 

江田 黎子 緑桜会 195992 

川島 聖也 神戸大 502182 

平沢 正紀 つるまい OLC レンタル 



氏名 所属 E カード番号 

福田 雅秀 川越 OLC 190125 

田中 創 阪大 OLC 222733 

宮崎 敦司  195995 

山本 徳高 岡山大学 OLC 502855 

田代 雅之 静岡 OLC 198842 

松下 睦生 京都 OLC 114665 

畝林 誠 石川県協会 レンタル 

海野 忠秋 川越 OLC 210093 

海野 とみ子 川越 OLC 185290 

橘 孝祐 横浜国立大学大学院 502503 

井口 良範 高崎 OLC レンタル 

下江 健史 広島大学オリエンテーリングクラブ 502875 

半田 博子 博多 OLC レンタル 

塩平 真士 北大 OLC 502503 

安達 智  レンタル 

山岸 夏希 筑波大学 500346 

小林 大悟 筑波大学 220406 

楠 建志 筑波大学 500443 

増澤 すず 筑波大学 500347 

谷野 文史 筑波大学 500348 

直井 萌香 筑波大学 500444 

板谷 日出男 OLP 兵庫 148329 

小川 茉乃 トータス 211110 

成澤 春菜 KOLC 501126 

猪俣 祐貴 杏友会 196706 

前中 脩人 杏友会 208295 

瀬川 出 東大 OLK 208438 

田中 翔大 東大 OLK 208495 

平山 遼太 東大 OLK 208281 

大田 将司 一橋大学 221607 

岡本 洸彰 東大 OLK 221644 

佐藤 遼平 東大 OLK 221734 

新田見 優輝 東大 OLK 502039 

宮本 樹 京葉 OL クラブ 185352 



氏名 所属 E カード番号 

種市 雅也 東大 OLK 231191 

山川 登 東大 OLK 183075 

椎名 晃丈 杏友会 236023 

遠藤 匠真 阪大 OLC レンタル 

谷川 友太 OLC ルーパー 87666 

渡辺 鷹志 KOLC 502762 

生田 崚 KOLC 502500 

鈴木 京佑 KOLC 196708 

佐久間 千恵子 博多 OLC レンタル 

大林 俊彦 大阪ＯＬＣ 502619 

勝山 佳恵 Y 軍 221578 

小川 茉乃 茨大 OLD 211110 

伊村 公志 名大 OLC 220283 

古池 将樹 京大 OLC レンタル 

衣笠 舜登 京大 OLC レンタル 

亀家 貴志 京大 OLC レンタル 

田中 宏明 京都 OLC レンタル 

実藤 俊太 KOLA 502512 

笠間 悠輔 無所属 OLC レンタル 

安中 勇大 京都 OLC レンタル 

河合 郁弥 京大 OLC レンタル 

山﨑 星雅 京大 OLC レンタル 

伊藤 咲 京女 OLC 210007 

小野澤 千郁 京女 OLC 199575 

斉藤 瑞希 京女 OLC 209682 

小菅 一輝 朱雀 OK レンタル 

築地 孝和 朱雀 OK 196100 

長谷川 真子 東北大 OLC 200593 

若松 甫 東工大 OLT 501021 

上野 康平 東工大 OLT 501744 

森清 星也 東海高校 レンタル 

祖父江 有祐 東海高校 レンタル 

藤原 考太郎 東海中学校 レンタル 

吉沢 佳奈 日本女子大学 222757 



氏名 所属 E カード番号 

関野 賢二 YTC78 レンタル 

木村 耕平 入間市 OLC 83105 

平山 友啓 KOLA 183174 

 

 

 

Middle 

氏名 所属 E カード番号 

石田 亘宏 愛知 OLC 401471 

牧戸 悠生 伊勢志摩 OLC レンタル 

山本 博司 ES 関東クラブ 412158 

髙村 陽子 上尾ＯＬクラブ 400770 

伊藤 清 ワンダラーズ 198826 

松下 綾 京都 OLC レンタル 

河合 利幸 OLC レオ レンタル 

青木 俊之 練馬 OLC 410403 

谷垣 宣孝 OLP 兵庫 210427 

稲田 旬哉 OLC ふるはうす レンタル 

海老沢 正 入間市オリエンテーリングクラブ 479632 

宮川 早穂 トータス 183164 

今井 信親 ワンダラーズ 109772 

中原 信一 大阪 OLC 173234 

小笠原 揚太郎 東京 OL クラブ 401810 

竹内 孝 京大 OB 114677 

牧内 佑介 京大 OB レンタル 

植松 裕子 入間市 OLC 190157 

 

 



Short 

氏名 所属 E カード番号 

石田 美代子 愛知 OLC 185212 

山本 陽子 ES 関東クラブ 408454 

土屋 武 愛知 OLC レンタル 

久保 君子 練馬 OLC 410412 

篠原 英剛  レンタル 

大西 美桜 京女 OLC 210035 

 


