
運転者氏名 所属 運転者氏名 所属 運転者氏名 所属

鈴木 滎一 千葉OLK 角岡 明 三河OLC 森 竜生 横浜OL

大塚 校市 千葉OLK 高原 剛 岐阜OLC 奥田 健史 京葉OLクラブ

髙村 卓 上尾OLクラブ 今井 信親 ワンダラーズ 緒方 賢史 奈良市

津久井 照夫 館林ＯＬＣ 岡本 真嗣 富士見市 佐々木 裕之 ＦＦＣ

小幡 昭次 三河OLC 仁多見 剛 上尾OLC 宮本 幸治 京葉OLクラブ

平島 勝彦 入間市OLC 遠藤 豪志 渋川は俺の庭 細川 知希 ときわ走林会

鹿野 勘次 岐阜ＯＬＣ 新田見 俊宣 練馬OLC 八神 遥介 ときわ走林会

河村 健二 横浜OLクラブ 蔵田 真彦 神奈川県川崎市 田濃 邦彦 静岡OLC

近藤 貴文 おしゃがみ党 山田 一善 多摩OL 奥山 有功 青葉会

小泉 成行 O-Support 田代 雅之 静岡OLC 小林 重信 ときわ走林会

大場 隆夫 サン・スーシ 近藤 康満 八ヶ岳レジャーセンター 島田 直弥

原野 幸男 所沢ＯＬＣ 藤平 正敏 多摩OL 川島 芳江 練馬OLC

大野 政男 下野市OLC 南河 駿 OLCルーパー 滝 正晴 静岡ＯＬＣ

鈴木 正夫 千葉OLK 高野 由紀 入間市OLC 木村 晴彦 Club阿闍梨

山口 征矢 川口OLC 木本 円花 北大OLC 粟津 保子 くますず会

佐藤 奈穂子 OLCサンスーシ 古村 淳吉 北大OLC 小島 由幸 入間市OLC

加藤 昭次 多摩OL 松本 諒 福島大学 新井 悠功 みちの会

戸上 直哉 三河OLC 大波 奨 福島大学 三田 一英 Club阿闍梨

田﨑 博実 多摩オリエンタル法律事務所 伊藤 啓太 福島大学 佐藤 信彦 OLCサンスーシ

久須美 裕 石井 大成 新大OC 大倉 崚吾 東工大OLT

荻田 育徳 ＯＣ⊿下野 小松 宗一郎 新大OC 尾山 直駿 東工大OLT

寺垣内 航 京葉OLクラブ 石田 大地 新大OC 櫻井 一樹 東工大OLT

丸山 則和 ⾧岡OLC 小野 純哉 新大OC 藤田 純矢 東工大OLT

海野 忠秋 川越OLC 金田 連 新大OC 藤本 翔太 東工大OLT

伊藤 清 ワンダラーズ 小柏 景司 新大OC 川名 竣介 東京農工大学

小林 克多 村松OLC 井口  良範 高崎OLC 板橋 侑樹 東京農工大学

田中 博 入間市OLC 丸山 真輝 東北大OLC 池田 純也 京葉OLクラブ

町井 稔 ⾧野県協会 ⾧岡 凌生 東北大OLC 植田 翔大 OLK37期

永元 秀和 京葉OLクラブ 橋本 正毅 東北大学 斉田 圭吾 杏友会

 MAN CHI KIN HKIOF 石坂 翼樹 チームR 菅原 琢 多摩ＯＬ

四俣 徹 東京ＯＬ 稲垣 秀奈美 千葉大OLC 蛭田 晃仁 ときわ走林会

伊藤 夏生 ES関東 結城 大瑚 千葉大OLC 田村 聡 多摩OL

篠原 岳夫 渋谷で走る会 本多 一成 千葉大OLC 杉本 光正 ES関東クラブ

與儀 浩士 星を見る会 結城 克哉 32期 浜野 奎 KOLC

奥山 景得 川口OLC 植木 崇司 金工大OTC 原田 慧吾 KOLC

徳永 良一 杏友会 ⾧山 真也 金工大OTC 田村 晃太郎 OLK32nd

児玉 涼太 群馬大学 下山 敬史 横浜OLクラブ 坪居 大介 つばめ会

高橋 克明 群馬大学 野口 章江 入間市OLC 坂梨 敬哉 丘の上

小野澤 清楓 前橋OLC 小原 和彦 東工大OLT 田中 悠 丘の上

坂野 翔哉 京葉OLクラブ 田口 滉一 東工大OLT 吉澤 雄大 京葉OLクラブ

友野 晴夫 IPCC 神野 直紀 東工大OLT 石澤 俊崇 トータス

多田 裕司 もや会 大橋 晴彦 杏友会4期 管野 正太 福島大学

田丸 大介 もや会 髙橋 郁磨 岩手大学OLC 楠 健志 筑波大学

木村 史依 松本 陸 岩手大学OLC 小森 太郎 筑波大学

古田島 貴之 ⾧岡ＯＬＣ 林 俊充 岩手県立大学 佐藤 理佳 津田塾OG

山田 宏 横浜OLクラブ 大西 正倫 杏友会 国沢 五月 トータス

柴田 達真 アークスキーチーム 大東 祐汰 杏友会 桑山 倫博 静大OLC

金井 桂一 方向音痴会 加藤 岬 トータス 虎走 脩平 静大OLC

小嶋 愼一 前橋OLC 河野 大和 練馬OLK 遠藤 匠真 阪大OLC

小林 隆嗣 青葉会 瀬川 出 OK-info 田中 基士 丘の上

Chan Ka Shing Ricky HKOXCC 竹内 元哉 杏友会 小暮 喜代志 ES関東C

遠山 文規 杏友会 田中 祐嗣 アステラス製薬 桑原 恒平 つばめ会

久保田 宏彰 福島県協会 鈴木 規弘 多摩OL 中谷 鴻太 つばめ会

池田 博 方向音痴会 前野 達也 名大OLC 大木 孝 OLK30期

番場 洋子 澤田 陸 名大OLC 砂原 和允 つばめ会

水嶋 孝久 入間市OLC 谷川 友太 OLCルーパー 田中 創士 方向音痴会

久保 君子 練馬OLC 松下 睦生 京都OLC 小野 駿介 つばめ会

西脇 博子 入間市OLC 清水 俊祐 KOLC 吉田 勉 みちの会

川田 将太 西下 遼介 KOLC 森田 桜織 丘の上

渡辺 加与美 入間市OLC 桃井 陽祐 KOLC 紺野 俊介 横浜OLクラブ

植松 裕子 入間市OLC 上島 浩平 KOLC 坂倉 豊 Club阿闍梨

小笠原 揚太郎 東京OLクラブ 神谷 孫斗 金大OLC 八幡 尚

Yip Gerald HKG/HKOXCC 山本 哲也 金大OLC 小海 涼子 Club阿闍梨

Poon  Brian HKG/HKIOF 吉田 涼哉 金大OLC 梅原 浩

児玉 拓 多摩OL 伴 広輝 京大OLC 飯野 雅人 横浜市都筑区

渋谷 泰樹 入間市OLC 森河 俊成 京大OLC 金澤 宏之

浅沼 英博 多摩OL 吉岡 英晃 京大OLC 伊藤 正美 Club阿闍梨

田島 利佳 みちの会 望月 ヤマト 茨大OLD

福西 佑紀 Club阿闍梨 奥尾 優理 茨大OLD

尾上 俊雄 勝山 佳恵 茨大OLD

小林 岳人 ES関東C

菅谷 裕志 OLCルーパー

光瀬 美樹 Club阿闍梨

宮本 和奏 筑波大学

河北 拓人 筑波大学

山岸 夏希 筑波大学

増澤 すず 筑波大学

中澤 寛典 ときわ走林会

田中 創 阪大OLC

高橋 利奈 早大OC

柴沼 健 早大OC

三好  将志 早大OC

大橋 遼 早大OC

内海 瞭 早大OC

田中 基成 京葉OLクラブ

新井 宏美 京葉OLクラブ

檜脇 悠輔 つばめ会

大箭 歩 チームR

片山 裕典 OLP兵庫

鳥居 正 ときわ走林会

今泉 正喜 ときわ走林会

吉田 圭佑 福島大学

西田 直人 茨大OLD

柳瀬 秀貴 新潟ロゲ協

⾧井 真理子 新潟ロゲ協

第3駐車場

（渋川市役所本庁舎前）

第2駐車場

（赤城西麓土地改良区・キミちゃんりんご園・あかぎ育成園）

第1駐車場

（アリーナ前）


