
第 23 回 京大京女大会エントリーリスト 

※このエントリ―リストは 10/15 時点の内容を反映しています。 

 

参加クラス 氏名 所属 E カード 競技者登録番号 

M21E 

(6 名) 

林 三才 HKOXCC 98877  

近藤 恭一郎 朱雀 OK レンタル 194-26-811 

松澤 俊行 浜松学院大学短期大学部 レンタル 172-22-506 

藤原 大樹 じゃじゃじゃ OC レンタル 193-03-239 

新 隆徳 入間市 OLC 239644 167-11-067 

宮本 樹 京葉 OL クラブ 185352 196-12-001 

M21A 

(10 名) 

新貝 康将  レンタル 173-14-401 

内藤 一平 みやこ OLC レンタル 192-26-232 

田濃 邦彦 静岡 OLC 502299 175-22-401 

田中 宏明 紅萠会/33 期 レンタル 192-23-123 

樋口 一志 朱雀 OK 401335 166-26-151 

石山 良太 三河 OLC/トータス 196150 193-23-117 

後藤 和樹 一橋大学 231455 196-12-810 

山川 登 東大 OLK 183075 196-13-849 

花川 賢人 名大 4 220408 196-23-806 

堀 裕多 OLC ふるはうす 196071 191-27-203 

M21A-C 

(2 名) 

瀬尾 峻汰 KOLA レンタル  

竹内 孝 京大 OB 114677  

M30A 

(2 名) 

平沢 正紀 つるまい OLC レンタル 179-23-146 

藤生 考志 東京 OL クラブ 221707 169-13-018 

M40A 

(3 名) 

中里 勝彦 航走の会 レンタル 171-03-002 

須藤 かおる 入間市 OLC 401534 174-23-154 

市橋 卓 京都 OLC レンタル 173-25-001 

M50A 

(9 名) 

楊 國強 HKOXCC レンタル  

飛松 淳一 OLC レオ レンタル 161-27-212 

齋藤 英之 川越 OLC 210198 160-11-122 

鵜飼 須彦 OLC ルーパー 220416 165-23-149 

落合 公也 OLC ルーパー 502670 166-23-062 



河合 利幸 OLC レオ レンタル 159-27-048 

角岡 明 三河 OLC 198875 159-23-211 

稲田 旬哉 OLC ふるはうす レンタル 166-27-004 

瀬谷 全那 大阪 OLC レンタル 163-27-701 

M60A 

(5 名) 

加藤 昭治 東海市 196166 151-23-017 

平島 俊次 京都 OLC レンタル 152-25-001 

五十嵐 則仁 横浜 OL クラブ 210118 157-14-202 

高村 卓 上尾 OL クラブ 198768 150-11-006 

福田 良雄 OLC 吉備路 410209 149-35-001 

M70A 

(3 名) 

山本 博司 ES 関東クラブ 412158 148-13-428 

鹿野 勘次 岐阜 OLC 500987 147-21-044 

久保 善正 京都 OLC レンタル 140-26-054 

M80A(1 名) 高橋 厚 多摩 OL 233372 130-13-297 

MBL(1 名) 松本 行雄  レンタル  

W21E 

(4 名) 

加納 尚子 朱雀 OK 483354 269-24-002 

黄 宜瑾 魔神仔 Moxina OK 233500  

落合 志保子 OLC ルーパー 238839 273-23-008 

宮本 和奏 京葉 OL クラブ 185368 298-12-002 

W21A(1 名) 堀 未歩 OLC ふるはうす 196093 294-27-252 

W30A(1 名) 村越 久子 静岡 OLC 483347 256-22-001 

W40A(1 名) 富永 美和 大阪 OLC レンタル 269-27-701 

W50A(2 名) 
齋藤 まどか 川越 OLC 210412 261-11-123 

瀬谷 利花 大阪 OLC レンタル 260-27-701 

W60A(4 名) 

高橋 明美 サン・スーシ レンタル 257-14-146 

山本 陽子 ES 関東クラブ 408454 251-13-433 

高村 陽子 上尾 OL クラブ 400770 250-11-001 

吉岡 康子 OLC 吉備路 410205 257-35-008 

W20A(1 名) 落合 英那 OLC ルーパー 502633 202-23-001 

W12(1 名) 落合 美那 OLC ルーパー 502517 207-23-001 

OAS(1 名) 川端 勲 OLC 吉備路 レンタル  

市民 

高谷 麻紀 

高谷 菜那 
 レンタル  

高谷 智也 

高谷 琉生 
 レンタル  



 


