
最終更新日 2016年6月1日

スタート時刻 氏名 所属 Eカード 2本目
スタート時刻 氏名 所属 Eカード 2本目 11:17 大木 孝 OLK30期 レンタル

10:30 岡本 ひなの 奈良女OLC 210069 ○ 11:18 新垣 和信 練馬OLC 410421 ○
10:31 亀山 美沙紀 岩手大学OLC 220521 11:19 福田 雅秀 川越OLC 190125 ○
10:32 山本 みき 208288 11:20 遠藤 匠真 阪大OLC 222915 ○
10:33 中野 直生 筑波大学 189709 11:21 渡辺 円香 ES関東C 161049
10:34 奥田 幸希 大田区立久原小学校 レンタル 11:22 清川 裕樹 阪大OLC 209684 ○
10:35 奥田 健史 京葉OLクラブ レンタル 11:23 川本 真輝 北大OLC レンタル ○
10:36 澤口 未来 岩手県立大学OLC レンタル 11:24 山本 陽子 ES関東クラブ 408454
10:37 戸谷 みのり 奈良女OLC 209686 ○ 11:25 桜井 剛 ES関東クラブ 196643 ○
10:38 新垣 順子 練馬OLC 410415 11:26 大林 俊彦 大阪OLC 173280 ○
10:39 金澤 めぐみ 奈良女OLC 210008 ○ 11:27 深田 恒 杏友会 173221 ○
10:40 大野 真由莉 奈良女OLC 210070 ○ 11:28 土井 洋平 群馬県太田市 レンタル ○

11:29 石塚 脩之 横浜OLクラブ 410073
11:30 田中 創 阪大OLC 222733 ○
11:31 藤原 秀人 阪大OLC 210042 ○

スタート時刻 氏名 所属 Eカード 2本目 11:32 三田 裕子 レンタル ○
10:30 中村 哲 京大OLC レンタル 11:33 伊東 瑠実子 杏友会 200530 ○
10:31 田中 基成 筑波大学 220405 11:34 森田 次彦 Club阿闍梨 レンタル ○
10:32 横田 智也 名古屋大学 208160 11:35 青木 俊之 練馬OLC 410403
10:33 岡本 隆之 OLP兵庫 189850 ○ 11:36 明石 五郎 春日部OLC 198765
10:34 石山 良太 名古屋大学 196150 11:37 石田 悠人 阪大OLC 210067 ○
10:35 秋山 周平 阪大OLC 196084 11:38 小林 重信 ときわ走林会 レンタル
10:36 築地 孝和 神大OLK 196100 11:39 松崎 崇志 京葉オリエンテーリングクラブ レンタル ○
10:37 尾崎 弘和 トータス 220441 ○ 11:40 田中 悠 KOLC 221829 ○
10:38 小泉 辰喜 東京OLクラブ 196185 ○ 11:41 鈴木 直美 筑波大学 220297 ○
10:39 田中 優里 奈良女OLC 210068 11:42 阿部 昌隆 東京OLクラブ 76959 ○
10:40 皆川 美紀子 みちの会 158572 11:43 福井 悠太 杏友会 182497
10:41 佐藤 真悟 阪大OLC 195991 ○ 11:44 池 陽平 京葉オリエンテーリングクラブ 29273 ○
10:42 平 雅夫 多摩OL 157867 ○ 11:45 岩城 大行 阪大OLC 210038 ○
10:43 小林 大悟 筑波大学 220406 11:46 芳賀 太史 東工大OLT 220281 ○
10:44 木村 聡 みちの会 220319 11:47 君成田 智裕 岩手大学OLC 220414 ○
10:45 井口 良範 高崎OLC レンタル ○ 11:48 早川 徹彦 東京農工大学 183113 ○
10:46 小暮 喜代志 ES関東C 161046 ○ 11:49 衣川 浩輔 182495 ○

10:47 澤村 健司 早大oc 222753 ○ 11:50 村川 拓也 OLK35期 182276
10:48 田濃 邦彦 静岡OLC 412157 11:51 山本 博司 ES関東クラブ 412158
10:49 柴田 達真 アークコミュニケーションズスキーチーム レンタル ○ 11:52 源後 知行 みちの会 183122
10:50 矢野 峻平 阪大OLC 210000 11:53 関野 賢二 YTC78 レンタル ○
10:51 高村 卓 上尾OLクラブ 198768 11:54 祐谷 大輝 杏友会 208310 ○
10:52 橘 孝祐 KOLC 210037 ○ 11:55 森川 正己 京葉OLクラブ 172471
10:53 宮川 早穂 OLK35th 183164
10:54 岡本 将志 トータス レンタル ○
10:55 原野 幸男 所沢OLC 171793
10:56 赤井 秀和 静岡OLC 210071 ○
10:57 奥山 景得 川口OLC 479514
10:58 松浦 知佑 阪大OLC 209998 ○
10:59 仁野平 拓 筑波大学 189726
11:00 堀田 遼 トータス 210012 ○
11:01 今井 信親 ワンダラーズ 198772
11:02 中北 勝 ソニーOLC レンタル ○
11:03 井上 仁 OLCレオ 172702 ○
11:04 藤生 考志 東京OLクラブ 221707 ○
11:05 川島 実紗 名古屋大学 196146 ○
11:06 阿部 稜 京葉OLクラブ 171581
11:07 荒井 直幸 阪大OLC 219771
11:08 周藤 裕 岩手大学OLC レンタル
11:09 千葉 史子 杏友会 レンタル ○
11:10 早野 哲朗 京葉オリエンテーリングクラブ 401342 ○
11:11 村吉 諄之 OLK35期 180540 ○
11:12 今泉 正喜 ときわ走林会 レンタル ○
11:13 笠原 健司 ソニーOLC 183071 ○
11:14 上野 康平 東工大OLT 220216 ○
11:15 和田 美千代 サン・スーシ レンタル
11:16 酒井 佳子 レンタル ○

2本目は1分間隔でフリースタートで行います。
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第38回東大OLK大会前日イベント スタートリスト


