
ME
名前 所属 大会バス 駐車券

藤沼崇 487843 往復
小暮喜代志 76925 希望
山口大助 483370 希望
横井智哉 KOLC 122832 往復
瀧川英雄 128813 希望
田中裕也 82522 往復
谷川佑太 片塾 84959 希望
林真一 片塾 86160
茂木堯彦 杏友会 92726 往復
櫻本信一郎 478441 往復
松澤俊行 410185
林城仁 渋谷で走る会 64498 希望
大西康平 ぞんび～ず 63905
源後知行 ぞんび～ず 407268 希望
多田宗弘 409818 希望
古谷嵩 ちーむぼっち 146917 希望
水木啓介 ちーむぼっち 66346
石澤俊崇 トータス 412626 往復
小山温史 トータス 63997 希望
山田高志 トータス
国沢五月 トータス 412176 希望
高橋雄哉 ときわ走林会
小泉成行 ときわ走林会 401887 希望
樽見典明 83129 希望
太田貴大 みちの会 407258
柳下大 みちの会 400808 希望
沢厚太朗 希望
紺野俊介 402170 希望
西尾信寛 38814 往復
石黒文康 夜酔会 64197
鹿島田浩二 渋谷で走る会 483425 希望
篠原岳夫 渋谷で走る会 77032 希望
宮川達哉 483422 希望
田濃邦彦 412157 希望
菅原琢 多摩ＯＬ 488352 希望
山根祥延 大阪ＯＬＣ 408420
新隆徳 入間市ＯＬＣ 77024 希望
水嶋孝久 483424 希望
古澤誠実朗 尾木クラブ 往復
李敬史 478436 往路のみ
赤坂太郎

第32回東大OLK大会エントリーリスト

EカードNo プログラム
郵送

成績表
郵送

ES関東
ES関東C
ES関東C

OLCふるはうす
OLK29期

京葉OLクラブ
静岡OLC

多摩OL

三河OLC

名大OLC
横浜OLクラブ
横浜OLクラブ

所沢OLC
静岡OLC

入間市OLC



M12
名前 所属 駐車券

国沢楽 トータス 412177
国沢琉 トータス
橋本皓 太田市沢野中央小
須藤ひかる 401580

M15
名前 所属 駐車券

柳沢創 往復
宮本樹 柏市立土中学校

M18A
名前 所属 駐車券

安部悟 浦和高校
江上亮太 浦和高校
佐々木圭一 浦和高校
篠崎直人 浦和高校
森田悠暉 浦和高校
西田祥啓 浦和高校
武田悠祐 浦和高校
本田晃久 浦和高校
澤田拓人 浦和高校
佐藤陽太 武相オリエンテーリング部 往復

M20A
名前 所属 駐車券

秋庭健佑 茨城大学 129924
大谷達也 茨城大学 129869
江坂優 早大ＯＣ 140757 往復
川上敦丈 早大ＯＣ 140760 往復
小川航平 筑波大学オリエンテーリング愛好会 84015 希望
萩原睦人 筑波大学オリエンテーリング愛好会 83125 希望
片桐拓登 筑波大学オリエンテーリング愛好会 79672
山田晋太郎 82576 往復
山本剛史 146921 往復
小塚俊来 82574
小林涼介 82554
曽原直也 92884

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

入間市OLC

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

ES関東C

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

東工大OLT
東工大OLT
東工大OLT
東工大OLT
東工大OLT



相澤洋輔 82567 往復
村中茂仁 92891
平田慧 82544
鈴木聖唯 82575
廣田佳祐 76927
宇野賢省 東北大ＯＬＣ 410129
臼井祐人 東北大ＯＬＣ 411458
菊地隆太 東北大ＯＬＣ 410121
高橋一生 東北大ＯＬＣ
高橋友大 東北大ＯＬＣ 411459
小池俊樹 東北大ＯＬＣ
野口英一 東北大ＯＬＣ 411171
翁川竜海 武相オリエンテーリング部 往復

M21A
名前 所属 駐車券

柳瀬陽一 希望
佐々木裕之 FFC 希望
菱沼輝男 ＦＦＣ 希望
黒田勇人 KOLC 129943 往復
小室隆之 KOLC 122834 往復
白松幸起 KOLC 129979 往復
橋本浩一 MTLA 410181 希望
西脇正展 483351 希望
髙見博道 O-FAN 希望 希望
千保翼 PLANT 409805 希望
浜端紀行 63900 往復
岡崎智也 希望
丹羽史尋 鬱田塾オフィ 92733 希望
小西宏 410164 往復
蔵田真彦 神奈川県川崎市 38792
奥山景得 479514 希望
山崎貴幸 146718 往復
沓木知宏 クラブさまんさ 92727 往復
岡部淳 クロマニオンズ 410175 往復
大塚友一 483384 往復
海老成直 往復
丸山拓 140761 往復
倉澤勝美 つばめ会 希望
内藤愉孝 401958 希望
山口拓也 92850 希望
保前保 ふとった鳩の会 往復
小宮山斉彰 ロングセレとチーバ君を応援する会

岡本耀平 鞍部同好会 64035
寺田啓介 鞍部同好会 76882
松尾遼 鞍部同好会 64112
水藤拓人 鞍部同好会 64017

東工大OLT
東工大OLT
東工大OLT
東工大OLT
東工大OLT

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

ES関東C

Nの会

Teamばった
TSC白鼬

大阪OLC

川口OLC
川越OLC

京葉OLクラブ
朱雀OK
早大OC

浜松OLC
浜松OLC



吉田知峻 杏友会 92737 往復
西久保史明 杏友会 往復
前田肇 杏友会 90872 往復
中尾吉男 杏友会 92732
福田大輔 杏友会 希望
野嶋茂樹 杏友会 希望
野々垣亘 77049 往復
宮田雅人 茨城大学
種村知昭 茨城大学 希望
勝又健太 茨城大学 129925
松井清 茨城大学 410207 往復 希望
西名慧史 茨城大学 139816
島崎拓也 茨城大学
南家弘章 茨城大学 希望
佐藤俊 140759 復路のみ
宮本佳記 京大ＯＬＣ 64191 希望
市脇翔平 京大ＯＬＣ 64176
中津留聡士 京大ＯＬＣ 64136
渡辺拓也 京大ＯＬＣ 64146 希望
伴毅 京大ＯＬＣ 64150
福田雄希 京大ＯＬＣ 64152
後藤崇
太田康博 92713 往復
山本哲也 群馬県六合村 140982 希望
金谷敏行 希望
御崎智之 小山様ファンクラブ 希望
柴本浩児 小山様ファンクラブ 希望
神山康 新倶楽部東京 往復
丸山茂樹 須坂上高井 希望
高田英司 青葉会
新美宏樹 140874
小山達之 千葉ＯＬＫ 409784 往復
加賀谷駿 千葉大学 115003 希望
岩崎航 千葉大学 114990
多比羅大 千葉大学 116322
瀧澤開 千葉大学 140821
鳥居正 千葉大学 77028 希望
渡邊和樹 千葉大学 116303
岡本将志 早大ＯＣ 140758 往復
新見哲也 早大ＯＣ 140753 往復
千代澤健右 早大ＯＣ 140756 往復
太田瑛佑 早大ＯＣ 140754 往復
菊澤恵三 往復
木村洋介 大阪ＯＬＣ 487892
伊藤光平 希望
井上瑞樹 希望
金曽祐一
郡敏志 希望
古積拓見

一橋OLK・OB

-越えられない壁-

京葉OLC
京葉OLC

朱雀OK

静大OLC

多摩OL

東京農工大学OLC
東京農工大学OLC
東京農工大学OLC
東京農工大学OLC
東京農工大学OLC



室辰健一郎
水野陽介 114756 希望
赤川裕貴
飯田恭朗
加藤哲平 82545 往復
久保田翔 146920 希望
宮崎大地 82553
酒井将宏 92885 希望
大嶋拓実 82551 往復
楠恵輔 82552 往復
保川一歩 92890 往復
有浦瑛人 82555 往復
前田裕太 東大地震研研究員 79449
八神遥介 毒葉会
柴田和人 日立市 有り
鵜瀬和秀 146910
小澤宏紀 146909
梶谷周平
大塚弘樹 410141 希望
堀越裕之 希望

M35A
名前 所属 駐車券

小林岳人 400816 希望
齋藤宏顕 409816 希望
大久保裕介 往路のみ
奥村理也 ウルトラクラブ 401574
山本保 サン・スーシ
藤平正敏 希望 有り
藤生孝志 401576 往復
小倉秀一 ラジヲオリエンズ 114988 希望
清谷智弘 38805 希望
武藤拓王 往復
富田吉郎 希望
奥田健史 希望
夏目保雄 京葉ＯＬクラブ 希望
岩井路夫 群馬県吉岡町 希望
森山松年 春日部ＯＬＣ 146722 希望
浦瀬太郎
福田雅秀 411454
安藤克美

411168 希望
西村和人 往復

M43A

東京農工大学OLC
東京農工大学OLC
東京農工大学OLC
東京農工大学OLC
東工大OLT
東工大OLT
東工大OLT
東工大OLT
東工大OLT
東工大OLT
東工大OLT
東工大OLT

名大OLC
名大OLC

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

ES関東C
ES関東クラブ
ES関東C

多摩OL
東京OLクラブ

横浜OLクラブ
横浜OLクラブ
館林OLC
京葉OLクラブ

女子医大OLK
川越OLC

森竜生    



名前 所属 駐車券

杉本光正 ＥＳ関東Ｃ 483406 希望
小崎靖典 Forester 146726 希望

JanLindstrom IKWilske
谷垣宣孝 409833
野沢建央
小泉辰喜 丘の上 409869 有り 有り
宮本幸治 希望
池ヶ谷悦朗 412178
田代雅之 なし 410202 希望
桜井剛 方向音痴会 412602 往復
茅野耕治 ワンダラーズ 488353 往復
大橋晴彦 杏友会 希望
広江淳良 483415 希望
下山敬史 横浜ＯＬクラブ 410158 往復
井口良範 希望
長友武司 千葉ＯＬＫ 82570 希望
齋藤英之
小林克多 404974 希望
梅林正治 多摩ＯＬ
大林俊彦 140820
鴻野和之 筑波大ＯＢ 希望
青木俊之 練馬ＯＬＣ 410403 有り 有り
山田一善 往復
町井稔 483414 希望
町田宏
飛松淳一 往復

M50A
名前 所属 駐車券

井上仁
岡本隆之 ＯＬＰ兵庫 412132 希望
小林二郎 409787 往復
海老沢正 479632
二木誠 希望
鈴木規弘 希望
新家秀男 406432 希望
松橋徳敏 146767 希望
天明英之 412182 往復
大野政男 希望
田中徹 412128 希望
石井龍男 409862 希望
鈴木正夫 483383 希望
浅見春男 希望 有り
加藤昭次 多摩ＯＬ 410697 希望
荒井正敏 多摩ＯＬ 409832

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

OLP兵庫
大阪OLC

京葉OLC
早大OC寿会

杏友会6期

高崎OLC

川越OLC
村松OLC

大阪OLC

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

OLCレオ

入間OLC
入間市OLクラブ
ソニーOLC
多摩OL
中京OC

つるまいOLC
東京OLクラブ
宇都宮OLC
京葉OLクラブ
千葉OLK
千葉OLK
前橋OLC



大原一由 405587 希望 有り 有り
藤島英史 76960 往復
小八重善裕 鈴亀ＯＬＣ 411323 希望
佐藤清一 往復
若梅友行 希望 有り
清水善博
藤原三郎 407284 希望

M60A
名前 所属 駐車券

酒井克明 Ｔｅａｍ白樺 401710 往復
田中博 401266 希望
坪井春樹 コンパス 488206 往復
大場隆夫 サン・スーシ 478417 希望
児玉拓 希望
高野政雄 408432 希望
高原進 483412 希望
小幡昭次 140952 希望
伊藤清 ワンダラーズ 488205 往復
高橋猛 ワンダラーズ 410172 往復
今井信親 ワンダラーズ 479473 希望
津久井照夫 館林ＯＬＣ 希望
新見守 76994 希望
中安正弘 春日部ＯＬＣ 146723 希望
中山勝 409792 希望
明石五郎 409854
宮田敏雄 71175
髙村卓 408437 希望
大塚校市 483411 希望
鈴木榮一 483407 希望 有り
海野忠秋 412170 希望
坂田年男 希望 有り
田口敏夫 希望 有り
山口征矢 146724 希望 有り 有り
小嶋愼一 前橋ＯＬＣ 希望
小幡晋 希望 有り 有り
冨澤邦男 希望
澤地實 往復
田島三郎 401738 希望
平島勝彦 401745 希望
山本博司 無所属 412158 往復

M70A
名前 所属 駐車券

清水栄一 409206 希望

中京OC
東京OLクラブ

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

入間市OLC

多摩OL
多摩OL

日本スキーO
三河OLC

三河OLC

春日部OLC
春日部OLC
松阪OLC
上尾OLC
千葉OLK
千葉OLK
川越OLC
川越OLC
川越OLC
川口OLC

前橋OLC
前橋OLC
大阪OLC
入間市OLC
入間市OLC

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

石川OLK



横手義雄 希望
萬濃健 希望
辻村修 コンターズ 有り 有り
鷹澤正 希望
柴田喜一 409786 希望
平山暢二 有り
深井淳之 ワンダラーズ 478450 往復
寺尾孝 410407
金井一 409843 希望 有り 有り
大木啓至 410197 往復 有り
金子八三 409834
植木国勝 412151 希望
岡田弘之 希望
悴田正也 125413 希望
高橋厚 多摩ＯＬ 483410 往復
笠井泰自 488134
宮田信一郎 146711 希望
飯山高明 410470 希望 有り
永元秀和

MAS
名前 所属 駐車券

栄森貴久 64193 有り 有り
小池英希 JANETS 405373
近藤貴文 おしゃがみ党 希望
立川洋 483418 希望
坪井大介 つばめ会 希望
上條圭 方向音痴会 希望
安藤誠 みちの会 希望
宮城島俊太 みちの会 76917 希望
高橋元気 みちの会 84317
小林知彦 みちの会 84905
井上博人 安田クラブ 84815 希望
岸野義宏 杏友会 希望
佐藤啓史 杏友会 往復
斉藤宙也 杏友会 希望
竹内誠史 杏友会 希望
藤咲芳春 杏友会 希望
服部高明 杏友会 往復
針谷尚幸 往復
山下博徳 63907 希望
天野仁 希望
山下智弘 京大ＯＬＣ 64155
山田健一 85306
利光良平 146714 希望
横溝隆夫 早大ＯＣ寿会 希望
仁多見剛 多摩ＯＬ 483353 希望

入間市OLC
川越OLC

上越市OLC
つるまいOLC
三河OLC

横浜OLクラブ
高崎OLC
春日部OLC
松阪OLC
千葉OLK
前橋OLC
前橋OLC

大阪OLC
入間市OLC
練馬OLC

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

FRD吉井

つくばCocco

杏友会21期
一橋OLK
横浜OLクラブ

札幌OLC
上尾OLC



小笠原揚太郎 401810 希望
加藤航大 82543 往復
端山琢巳 92887 往復
柳澤光亮 92888 往復
若松俊哉 往復
小林博文 日本旅行 122602 希望
関口道広 入間市ＯＬＣ 401517 希望
須藤かおる 401534 希望
木村耕平 409781
大田浩 北九州ＯＬＣ 希望 有り

MASS
名前 所属 駐車券

伊藤夏生 407243 往路のみ
星野有祐 LPGJ-B.T.- 希望
斎藤弘 LPGJ-D.C.- 希望
野田秀俊 OLK25th 往復
太田恒平 92803 希望
上野光 希望
岩本育弘 たまるくらぶ 希望
内山裕史 たまるくらぶ
飯野雅人 たまるくらぶ 希望
青島泰也 ヱビスで走る会 往復
降旗健 杏友会

杏友会 希望
田崎博実 杏友会 希望
植田悠太郎 76904
丸藤純 航走の会 77016
松田和政 青葉会 410069
大井恵介 定禅寺会 往復
島礼央 板橋オリエンテーリング友の会

MF
名前 所属 駐車券

阿部亮太 KOLC 120955 往復
住谷真宏 KOLC 122821 往復
大坪和貴 茨城大学
小林史和 茨城大学
池田隼人 筑波大学オリエンテーリング愛好会 79658
岩渕周平 筑波大学オリエンテーリング愛好会 84802
木間光 筑波大学オリエンテーリング愛好会 84006
平塚一茂 筑波大学オリエンテーリング愛好会 79657
横井和樹 筑波大学オリエンテーリング愛好会 79666
板本　直樹 東工大ＯＬＴ 412457 往復
新免　佑太 東工大ＯＬＴ 412456 往復

東京OLクラブ
東工大OLT
東工大OLT
東工大OLT
東大OLK

入間市OLC
入間市OLC

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

ES関東

OLK26期
Team白樺

田丸大介     

一橋OB

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送



豊永　恭平 東工大ＯＬＴ 146917 往復
並木　佑弥 東工大ＯＬＴ 146918 往復
福地　翔 東工大ＯＬＴ 146919 往復
藤橋　一輝 東工大ＯＬＴ 82548 往復
李　徐喆 東工大ＯＬＴ 412458 往復
青木雄太 東北大ＯＬＣ
東佑 東北大ＯＬＣ
阿部一樹 東北大ＯＬＣ
石黒隆博 東北大ＯＬＣ
市川晋 東北大ＯＬＣ
井上敦 東北大ＯＬＣ
井上瑛 東北大ＯＬＣ
大崎遼 東北大ＯＬＣ
帰山英也 東北大ＯＬＣ
影山賀昭 東北大ＯＬＣ
片桐卓哉 東北大ＯＬＣ
菅野敬雅 東北大ＯＬＣ
久芳健人 東北大ＯＬＣ
見目裕之 東北大ＯＬＣ
小林裕貴 東北大ＯＬＣ
小林洋平 東北大ＯＬＣ
小日向翔貴 東北大ＯＬＣ
境沢勇人 東北大ＯＬＣ
佐藤大典 東北大ＯＬＣ
渋川哲 東北大ＯＬＣ
菅原幸弘 東北大ＯＬＣ
杉田久哉 東北大ＯＬＣ
鈴木優作 東北大ＯＬＣ
関淳 東北大ＯＬＣ
袖村巧 東北大ＯＬＣ
高橋亮 東北大ＯＬＣ
高橋亮太 東北大ＯＬＣ
田力明洋 東北大ＯＬＣ
田村祐馬 東北大ＯＬＣ
辻上裕之 東北大ＯＬＣ
綱島俊一 東北大ＯＬＣ
富沢太貴 東北大ＯＬＣ
南條広記 東北大ＯＬＣ
新野純平 東北大ＯＬＣ
橋本英明 東北大ＯＬＣ
馬場崇史 東北大ＯＬＣ
平野弘幸 東北大ＯＬＣ
村上力輝斗 東北大ＯＬＣ
村上崚 東北大ＯＬＣ
守永翔一 東北大ＯＬＣ
矢吹俊哉 東北大ＯＬＣ
吉田郁也 東北大ＯＬＣ
吉田侑冬 東北大ＯＬＣ



WE
名前 所属 駐車券

横澤夕香
渡辺円香 77045
宮川早穂 412171
酒井佳子 TeaMski-0
高野由紀 希望
西脇博子
稲葉茜 410134 復路のみ
志村直子 渋谷で走る会 63893
斎藤早生 チーム白樺 希望
皆川美紀子 みちの会 66123 希望
田島利佳 みちの会 401272
関谷麻里絵 64200
篠原夏子 渋谷で走る会 希望
田村蓉子 146918
江幡禎子 東北大ＯＬＣ 405201

W12
名前 所属 駐車券

小林璃衣紗 401592
宮本和奏 柏市立土小学校

W20A
名前 所属 駐車券

芦澤咲子 KOLC 122831 往復
上山祐佳里 MGOLC 63896
山崎涼月 茨城大学
齋藤紀子 茨城大学

W21A
名前 所属 駐車券

増山歩 希望
宮川祐子 407246
広江望 409789
山口季見子 ＥＳ関東Ｃ 77022 希望
平林静保 往復
池澤芽衣 KOLC 122829 往復
鳥羽都子 76971
石藏友紀子 92738 希望
宮本知江子

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

ES関東C
ES関東C
ES関東C

入間市OLC
入間市OLC
静岡OLC

朱雀OK

東工大OLT

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

ES関東C

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

ES関東C
ES関東C
ES関東C

ES関東C

OLCルーパー
Team白樺
京葉OLC



小沢千鶴子 92779
井出恵理子 64158 往復
白井亜矢 140762 往復
花木睦子 安田クラブ 412130 希望
鹿島田真理子 渋谷で走る会 希望
浦瀬香子
三好暢子 479521
柴田彩名 122796
小玉千晴 122323 希望
太田夏美 千葉大学 140822
井戸川祥子 早大ＯＣ 140755 往復
山本紗穏里 筑波大学オリエンテーリング愛好会 84026
勝田あかね
川上結衣
村松瞳 希望
村上知帆
渡辺あずさ
望月彩葉 希望
井上舞 82558 希望
鈴木聡子 東北大ＯＬＣ 410070
小林美幸 希望
千葉妙 410215

W35A
名前 所属 駐車券

小林正子 400817
加賀屋寿理 杏友会 77050
四俣美貴子 くさの会 希望
清谷千鶴 408458
長友美子 千葉ＯＬＫ 82571
若松美和子 希望

W43A
名前 所属 駐車券

平野泰子 往復 有り 有り
柳沢千賀子 往復

W50A
名前 所属 駐車券

高橋明美 サン・スーシ
若梅節子 有り
植松裕子 409208 希望

実践OLK
朱雀OK
早大OC

女子医大OLK
上尾OLC
椙山OLC
椙山OLC

東京農工大学OLC
東京農工大学OLC
東京農工大学OLC
東京農工大学OLC
東京農工大学OLC
東京農工大学OLC
東工大OLT

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

ES関東C

横浜OLクラブ

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

7期代表？＠日本郵便
ES関東C

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

横浜OLクラブ
高崎OLC



大塚ふみ子 488196
海野とみ子 407281
山本陽子 無所属 408454 往復

W60A
名前 所属 駐車券

加藤伶子 402185
新垣順子 410415 往復 有り
今井栄 ワンダラーズ 408466
寺尾美智子 410408
遠藤愛子 483426 往復
久保君子 410412 希望 有り

WAS
名前 所属 駐車券

中谷瑞木 DRYSMILE 往復
山崎真希子 92725
薮田明野
西谷佳菜 76880
青島優 ヱビスで走る会 92712 往復
田島聖子 杏友会 38793 希望
笠原綾 新倶楽部東京 往復
金原和泉 76955
田口翠 東北大ＯＬＣ 412185

WF
名前 所属 駐車券

冨家遼子 KOLC 114725 往復
細野詩穂 茨城大学
鹿志村美帆 東北大ＯＬＣ
佐藤友理 東北大ＯＬＣ
沢田慧 東北大ＯＬＣ
園成香 東北大ＯＬＣ
中村聖美 東北大ＯＬＣ
日比谷由紀 東北大ＯＬＣ
堀口奈保 東北大ＯＬＣ
渡邉綾香 東北大ＯＬＣ

名前 所属 駐車券

千葉OLK
川越OLC

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

入間市OLC
練馬OLC

横浜OLクラブ
京葉OLクラブ
練馬OLC

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

OLK26期
OLK27期
京女OLC

東京OLクラブ

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

北信Ms
EカードNo 大会専用

バス
プログラム
郵送

成績表
郵送



横田勇輝 金沢大学 68220
金津壮一郎 金沢大学 68223
高田翔午 金沢大学 76852
高島拓也 金沢大学 68216 希望
三井貴寛 金沢大学 76854
西田知弘 金沢大学 68219
青井翔 金沢大学 68215 希望
石坂翼樹 金沢大学 68221
辻晃 金沢大学 68217 希望
藤田泰弘 金沢大学 76853
北翔太 金沢大学 68224
今井友之 新潟大学 76999
小山博之 新潟大学 76900
小林賢太朗 新潟大学 76933
水野佳本 新潟大学 79266
大津勇輝 新潟大学 79262
立川悠平 新潟大学 79258
久保貴大 76968
更科裕介 希望
宗形俊 79269 希望
田仲圭 79260 希望

名前 所属 駐車券

若狭まどか 金沢大学 76856
太田晶子 金沢大学 76855

名前 所属 駐車券

関野雄人 122788
横田塁 岩手大学 147876 希望
今野嵩久 岩手大学 147880
佐藤広志 岩手大学 147877 希望
成田佑基 岩手大学 147879
石黒裕將 岩手大学 147878
石塚脩之 仙台ＯＬＣ 410073
阿部龍太郎 東北大ＯＬＣ 411167
伊藤展高 東北大ＯＬＣ 410189 希望
伊澤裕紀 東北大ＯＬＣ 412188
影山奨 東北大ＯＬＣ 407517
奥俊博 東北大ＯＬＣ 410074 希望
関口智大 東北大ＯＬＣ 412183 希望
吉谷浩平 東北大ＯＬＣ 92752
久米航 東北大ＯＬＣ
橋本龍真 東北大ＯＬＣ 410157

新潟大学OB
新潟大学OB
新潟大学OB
新潟大学OB

北信Ws
EカードNo 大会専用

バス
プログラム
郵送

成績表
郵送

北東Ms
EカードNo 大会専用

バス
プログラム
郵送

成績表
郵送

岩手県立大学OLC



金成大樹 東北大ＯＬＣ 411155 希望
戸田瑛 東北大ＯＬＣ 407261
高橋恒二 東北大ＯＬＣ 411082 希望
高崎晋太郎 東北大ＯＬＣ 410217 希望
今野智一 東北大ＯＬＣ 410186
佐藤悠太 東北大ＯＬＣ 407538
佐藤亮介 東北大ＯＬＣ 411086 希望
嵯峨駿佑 東北大ＯＬＣ 411172 希望
三森創一朗 東北大ＯＬＣ 407525
山田宏 東北大ＯＬＣ 希望
小泉卓也 東北大ＯＬＣ 411087 希望
小野敦央 東北大ＯＬＣ 410180
小林春樹 東北大ＯＬＣ 410206
新見健輔 東北大ＯＬＣ 410199
深澤至貴 東北大ＯＬＣ 410155
石井亘 東北大ＯＬＣ 411164 希望
大橋悠輔 東北大ＯＬＣ 407283
谷川徹 東北大ＯＬＣ 410133 希望
中井智規 東北大ＯＬＣ 410188
中山貴裕 東北大ＯＬＣ 410131 希望
中川卓也 東北大ＯＬＣ 410120 希望
中村憲 東北大ＯＬＣ 411322 希望
田村直登 東北大ＯＬＣ 412186 希望
田邊拓也 東北大ＯＬＣ 410208
内山将一 東北大ＯＬＣ 410194 希望
迫川雅至 東北大ＯＬＣ
布木純 東北大ＯＬＣ 410124 希望
福嶋哲也 東北大ＯＬＣ 410204
和気昌弘 東北大ＯＬＣ 407536
齋藤遼一 東北大ＯＬＣ 412184 希望
菅原圭生 希望
谷川慶治
杣俊範 北海道大学 76905 復路のみ

名前 所属 駐車券

菊池ひかる MGOLC 411460
宮恵美 MGOLC 409783
幸谷奈津美 MGOLC 483360
高嶋智美 122793
笹田京 122794
田村佳菜子 122743 希望
江口沙綾 岩手大学 147884
酒井暁子 岩手大学 147883
水原真実 岩手大学 147881
畠山真紀 岩手大学 147882
佐野まどか 東北大ＯＬＣ 410213

福島大OLC
福島大OLC

北東Ws
EカードNo 大会専用

バス
プログラム
郵送

成績表
郵送

岩手県立大学OLC
岩手県立大学OLC
岩手県立大学OLC



水野綾子 東北大ＯＬＣ 407270
青木佳世 東北大ＯＬＣ 411429
大沼由佳 東北大ＯＬＣ 410200
平方遥子 東北大ＯＬＣ 411214
本間理紗 東北大ＯＬＣ 407288

BL
名前 所属 駐車券

西郷貴洋 杏友会 往復
土井洋平 群馬県太田市 希望
山田孝 上越市オリエンテーリングクラブ 有り 有り
渡邉佐和 往復
渡邉勇造 往復
岡本真嗣 希望
松島謙一 希望

BS
名前 所属 駐車券

岡野諭
三矢麻以
齋藤サラべス 東北大ＯＬＣ
青木孝道 杏友会 希望
橋本浩一 群馬県太田市 希望
成川研介 東大遺伝子研 希望 有り 有り
西尾ななえ 往復
横尾和子 希望
諏訪さちこ 往復
白鳥智子

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

新宿区立牛込第2中学校

大久保中OLK

EカードNo 大会専用
バス

プログラム
郵送

成績表
郵送

OLK24期
OLK26期


