
第 41回東大OLK大会 池袋バス 乗車リスト 

池袋発のバスの乗車リストを公開致します。誤りがある場合は 41st@comp.olk.jp までご連絡ください。 

 

no. 名前 ふりがな 所属 

        

1 青山 慶啓 あおやま よしひろ 麻布学園 OLK 

2 秋山 周平 あきやま しゅうへい 緑桜会 

3 天野 雄貴 あまの ゆたか 麻布学園 OLK 

4 池 陽平 いけ ようへい 京葉 OL クラブ 

5 井上 大 いのうえ ひろし ACRO東京 

6 梅田 将太 うめだ しょうた 武相 

7 小川 茉乃 おがわ まの トータス 

8 甲斐 聖子 かい しょうこ げらツネ CUP 

9 河村 尚美 かわむら なおみ  

10 菊澤 恵三 きくさわ けいぞう 多摩 OL 

11 久米 慧 くめ さとし 麻布学園 OLK 

12 栗田 稜也 くりた たかや 麻布学園 OLK 

13 栗林 知輝 くりばやし ともき 武相 

14 小柴 滉平 こしば こうへい トータス 

15 小寺 智樹 こでら ともき 麻布学園 OLK 

16 小山 清 こやま きよし 京葉 OL クラブ 

17 小山 智子 こやま さとこ 鳩の会 

18 酒井 か代子 さかい かよこ Team白樺 

19 酒井 克明 さかい よしあき Team白樺 

20 杉戸 崇彦 すぎと たかひこ げらツネ CUP 

21 須田 雅大 すだ まさひろ 麻布学園 OLK 

22 清古 光 せいこ ひかる 麻布学園 OLK 

23 高橋 猛 たかはし たけし ワンダラーズ 

24 谷村 康介 たにむら こうすけ 麻布学園 OLK 

no. 名前 ふりがな 所属 

 

25 徳地 一真 とくち かずま 麻布学園 OLK 

26 直井 萌香 なおい もえか KOLA 

27 橋本 浩一 はしもと こういち 武相 

28 早川 正真 はやかわ しょうま 東海高校 

29 東野 峻大 ひがしの しゅんた 武相 

30 尾藤 碩 びとう せき 麻布学園 OLK 

31 福室 凜 ふくむろ りん 麻布学園 OLK 

32 藤村 陸 ふじむら りく トータス 

33 藤原 考太郎 ふじわら こうたろう 東海高校 

34 前田 仁 まえだ じん 武相 

35 町田 湧 まちだ ゆう 武相 

36 光瀬 美樹 みつせ みき サン・スーシ 

37 宮川 優斗 みやかわ ゆうと 麻布学園 OLK 

38 宮山 太一 みややま たいち 武相 

39 望月 佳 もちづき かい 麻布学園 OLK 

40 森 創之介 もり そうのすけ 東海高校 

41 森清 星也 もりきよ せいや 東海高校 

42 栁川 海 やながわ かい 武相 

43 栁下 慶太郎 やなぎした けいたろう 武相 

44 山崎 瑞穂 やまざき みずほ 武相 

45 山本 賀彦 やまもと よしひこ OLP兵庫 

46 祐谷 大輝 ゆうや たいき 杏友会 

47 吉田 しのぶ よしだ しのぶ 方向音痴会 

48 吉田 勉 よしだ つとむ みちの会 

 


