
時刻 ⽒名 所属 カード番号 時刻 ⽒名 所属 カード番号
12:00 森清 星也 東海⾼校 レンタル 12:00 友⽥ 賢吾 OS会 レンタル
12:01 濱⼝ 広 NUOC レンタル 12:01 河地 尚志 レンタル
12:02 加藤 岬 トータス/練⾺OLCレンタル 12:02 ⾕川 七海 群⾺⼤学オリエンテーリング部レンタル
12:03 粂 潤哉 杏友会/⼊間市OLCレンタル 12:03 江橋 忠郎 調布市WR協会 レンタル
12:04 萱尾 澄⼈ 阪⼤OLC レンタル 12:04 村⼭ 祐⼦ サン・スーシ レンタル
12:05 今野 陽⼀ 東北⼤OLC レンタル 12:05 深浦 茂⼦ TBRC レンタル
12:06 中村 僚佑 岩⼿⼤学 レンタル 12:06 ⾦井 桂⼀ ⽅向⾳痴会 レンタル
12:07 ⼤⽥ 将司 OLK38th/⼀橋OB レンタル 12:07 池⽥ 玲⼦ 8664054
12:08 村井 智也 ES関東C/杏友会 レンタル 12:08 ⼩林 晴美 実践⼥⼦⼤学OG レンタル
12:09 ⽯⽥ ⼤地 NUOC レンタル 12:09 江橋 真由美 調布市WR協会 レンタル
12:10 森 創之介 東海⾼校 レンタル
12:11 瀬川 出 ⽂京区 レンタル
12:12 丸⼭ 幸太 NUOC レンタル
12:13 宮嶋 哲⽮ 千葉⼤OLC レンタル 12:13 ⼭本 賀彦 OLP兵庫 8391115
12:14 溝⼝ 哲平 筑波⼤学 レンタル 12:14 杉本 光正 ES関東クラブ レンタル
12:15 滝沢 壮太 NUOC レンタル 12:15 鵜飼 須彦 OLCルーパー レンタル
12:16 本多 ⼀成 千葉⼤OLC レンタル 12:16 桜井 剛 ES関東クラブ 2078585
12:17 到津 春樹 茨⼤OLD レンタル 12:17 齋藤 英之 川越OLC レンタル
12:18 常⾒ 圭汰 NUOC レンタル 12:18 岡⽥ 泰三 サン・スーシ レンタル
12:19 菅⾕ 裕志 OLCルーパー レンタル 12:19 五⼗嵐 則仁 横浜OLクラブ 2033827
12:20 ⾕⼝ ⽂弥 練⾺OLC レンタル 12:20 ⼩泉 ⾠喜 東京OLクラブ レンタル
12:21 三上 拓真 OLK38期 レンタル 12:21 阿部 昌隆 東京OLクラブ レンタル
12:22 神⾕ 孫⽃ 三河OLC レンタル 12:22 鈴⽊ 挙直 京葉OLクラブ レンタル
12:23 ⼩暮 喜代志 ES関東C レンタル 12:23 浦野 弘 ⼊間市OLC レンタル
12:24 七五三 碧 茨⼤OLD レンタル 12:24 井⼝ 良範 ⾼崎OLC 8185484
12:25 ⼾澤 貴志 横浜国⽴⼤学 レンタル 12:25 佐藤 繁 レンタル
12:26 吉⽥ 薪史 阪⼤OLC レンタル 12:26 ⼩林 重信 ときわ⾛林会 レンタル
12:27 原 柊⽃ 岩⼿⼤学 レンタル 12:27 町井 稔 ⻑野県協会 7205580
12:28 桑原 ⼤樹 ES関東C/杏友会 8414067 12:28 渋⾕ 泰樹 ⼊間市OLC レンタル
12:29 ⽵下 晴⼭ 茨⼤OLD レンタル 12:29 滝 正晴 静岡OLC レンタル
12:30 岩井 ⿓之介 京⼤OLC レンタル 12:30 岡本 隆之 OLP兵庫 レンタル
12:31 塩平 真⼠ 札幌OLC レンタル 12:31 ⾓岡 明 三河OLC レンタル
12:32 ⼤⽊ 孝 みちの会 レンタル 12:32 池⽥ 博 ⽅向⾳痴会 8664053
12:33 佐藤 世帆 岩⼿⼤学 レンタル 12:33 ⻘⽊ 俊之 練⾺OLC 8029555
12:34 ⽯渡 望 東北⼤OLC レンタル
12:35 菅野 裕貴 KOLC レンタル
12:36 ⽩旗 洸太 北⼤OLC レンタル 12:36 ⼤場 隆夫 サン・スーシ 8638258
12:37 松本 陸 岩⼿⼤学 レンタル 12:37 関野 賢⼆ YTC78 レンタル
12:38 藤原 考太郎 東海⾼校 レンタル 12:38 ⼭⼝ 征⽮ 川⼝OLC 7203632
12:39 ⾕⼝ 惠祐 東北⼤OLC レンタル 12:39 ⼤塚 校市 千葉OLK 7003193
12:40 村上 巧 横浜OLクラブ レンタル 12:40 今井 信親 ワンダラーズ 7207954
12:41 林 三才 HKOXCC レンタル 12:41 原野 幸男 所沢OLC レンタル
12:42 ⼩林 哲郎 東北⼤OLC レンタル 12:42 酒井 克明 Team⽩樺 7203652
12:43 柴⼭ ⼤侑 NUOC レンタル 12:43 ⼭本 博司 ES関東クラブ 7203622
12:44 猪俣 祐貴 ⼊間市OLC/杏友会レンタル 12:44 加藤 昭治 東海市 レンタル
12:45 野⼝ 晃太郎 北⼤OLC レンタル 12:45 ⾼橋 厚 多摩OL 1413030
12:46 ⾼橋 郁磨 じゃじゃじゃOC レンタル 12:46 荻⽥ 育徳 OC⊿下野 8667180
12:47 森⼭ 凌佑 千葉⼤OLC レンタル
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12:48 平野 光 杏友会 レンタル
12:49 遠藤 優介 茨⼤OLD レンタル 12:49 今井 栄 ワンダラーズ 1396103
12:50 池 陽平 京葉OLクラブ レンタル 12:50 久保 君⼦ 練⾺OLC 9102206
12:51 福⽥ 雅秀 川越OLC レンタル 12:51 ⼭本 陽⼦ ES関東クラブ 9102202
12:52 祖⽗江 有祐 筑波⼤学 レンタル 12:52 ⼤塚 ふみ⼦ 千葉OLK 7140977
12:53 ⻄⽥ 直⼈ 茨⼤OLD レンタル 12:53 ⼤場 節⼦ サン・スーシ 8658651
12:54 ⼭本 哲也 ⾦⼤OLC レンタル
12:55 藤⽣ 考志 東京OLクラブ 8640520
12:56 池⽥ 匠 早⼤OC レンタル 12:56 成⽥ 美奈⼦ ⼊間市OLC 9102205
12:57 ⽥中 翔⼤ 練⾺OLC 8664051 12:57 齋藤 まどか 川越OLC レンタル
12:58 ⼩牧 弘季 筑波⼤学 レンタル 12:58 ⼭⽥ 京⼦ ⼊間市OLC 8640511
12:59 松尾 怜治 宇都宮市 レンタル
13:00 林 俊充 岩⼿県⽴⼤学 レンタル
13:01 宮本 樹 京葉OLクラブ レンタル
13:02 袴⽥ 翔太 NUOC レンタル 13:02 根本 真⼦ 茨⼤OLD レンタル
13:03 殿垣 佳治 練⾺OLC/杏友会 レンタル 13:03 増⽥ 七彩 杏友会 レンタル
13:04 外⽯ 裕太郎 NUOC レンタル 13:04 出⽥ 涼⼦ 阪⼤OLC レンタル
13:05 近藤 康満 ⼋ヶ岳レジャーセンターレンタル 13:05 吉⽥ 茉莉枝 茨⼤OLD レンタル
13:06 岩渕 悠太 NUOC レンタル 13:06 進藤 緑⾥ 岩⼿⼤学 レンタル
13:07 稲島 ⼀真 ⾦⼤OLC レンタル 13:07 ⾥⾒ 穂 早⼤OC レンタル
13:08 窪⽥ 信司 阪⼤OLC レンタル 13:08 松⽥ 千果 KOLC レンタル
13:09 橘 孝祐 ES関東C レンタル 13:09 阿部 朱莉 早⼤OC レンタル
13:10 清⽔ 俊祐 KOLC レンタル 13:10 ⽊本 円花 北⼤OLC レンタル
13:11 ⽥代 雅之 静岡OLC レンタル 13:11 ⾼橋 志穂 岩⼿⼤学 レンタル
13:12 ⽣⽥ 崚 ES関東C レンタル 13:12 岩崎 佑美 慶應義塾⼤学 レンタル
13:13 湯浅 博晶 北⼤OLC レンタル 13:13 後藤 凜 筑波⼤学 レンタル
13:14 ⽻⽥ 拓真 横浜国⽴⼤学 レンタル 13:14 橋本 花恵 茨⼤OLD レンタル
13:15 岩佐 ⼀⼤ 千葉⼤OLC レンタル 13:15 ⾼橋 友理奈 東北⼤OLC レンタル
13:16 鈴⽊ 京佑 KOLC レンタル 13:16 須藤 友絵 ⼊間市OLC 7209249
13:17 新 隆徳 ⼊間市OLC 302710 13:17 ⼤栗 由希 茨⼤OLD レンタル
13:18 ⼤⽯ 洋輔 早⼤OC レンタル 13:18 三⽊ 智海 千葉⼤OLC レンタル
13:19 前中 脩⼈ 練⾺OLC レンタル 13:19 稲辺 穂乃⾹ 東京農⼯⼤学 レンタル
13:20 坂本 慧 NUOC レンタル 13:20 ⼩野澤 清楓 前橋OLC 7200549
13:21 伊藤 頌太 KOLC レンタル 13:21 ⼩⽵ 佳穂 筑波⼤学 レンタル
13:22 鈴⽊ 皓紀 NUOC レンタル 13:22 菊池 美結 岩⼿⼤学 レンタル
13:23 野沢 星雅 茨⼤OLD レンタル 13:23 緒⽅ 美智 奈良市 レンタル
13:24 伊地知 淳 千葉⼤OLC レンタル 13:24 清野 幸 KOLC レンタル
13:25 ⾦城 和志 阪⼤OLC レンタル 13:25 酒井 佳⼦ 札幌農学校 レンタル
13:26 早川 正真 東海⾼校 レンタル 13:26 ⼭岸 夏希 桐嶺会 レンタル
13:27 ⾕野 ⽂史 筑波⼤学 レンタル 13:27 ⾦⼦ 詩乃 早⼤OC レンタル
13:28 豊⽥ 伸平 東京⼤学⼤学院 レンタル 13:28 中村 茉菜 ES関東C レンタル
13:29 村⽥ 千真 筑波⼤学 レンタル 13:29 河野 珠⾥亜 NUOC レンタル
13:30 溝井 翔太 茨⼤OLD レンタル 13:30 村越 久⼦ 静岡OLC レンタル
13:31 源後 知⾏ みちの会 レンタル 13:31 渡邉 裕⼦ 岩⼿⼤学 レンタル
13:32 阿部 遼太郎 横浜市⽴⼤学 レンタル 13:32 藤井 明⽇⾹ KOLC 507744
13:33 ⼸削⽥ 槙⼀ ⼊間市OLC レンタル 13:33 神⼾ ⿇⾐ NUOC レンタル
13:34 松澤 俊⾏ 浜松学院⼤学短期⼤学部1396496 13:34 畠⼭ 和 KOLC レンタル
13:35 笹嶋 建吾 茨⼤OLD レンタル 13:35 ⽊越 綾⾹ 群⾺⼤学オリエンテーリング部レンタル
13:36 磯邉 岳晃 千葉⼤OLC レンタル 13:36 渡辺 円⾹ ES関東C レンタル
13:37 須藤 かおる ⼊間市OLC 7209253
13:38 上村 太城 KOLC レンタル
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13:39 豊⽥ 健登 茨⼤OLD レンタル
13:40 ⽯野 夏幹 杏友会/⼊間市OLCレンタル 13:40 ⾕垣 宣孝 OLP兵庫 7203660
13:41 渡辺 鷹志 京⼤OLC レンタル 13:41 森 ⻯⽣ 横浜OLクラブ レンタル
13:42 堀⽥ 遼 杏友会 レンタル 13:42 陳 嘉成 HKOXCC レンタル
13:43 古屋 洸 東北⼤OLC レンタル 13:43 ⼤林 俊彦 ⼤阪OLC レンタル
13:44 ⼤⽯ 征裕 東京農⼯⼤学 レンタル
13:45 ⼤東 祐汰 杏友会 レンタル
13:46 名雪 ⻘葉 筑波⼤学 レンタル 13:46 信原 颯⽃ 岩⼿⼤学 レンタル
13:47 清⽔ 嘉⼈ 北⼤OLC レンタル
13:48 横堀 聖⼈ 杏友会 レンタル
13:49 昆野 郁 多摩OL レンタル 13:49 ⼊江 啓⾄ レンタル
13:50 綱 淳壱郎 福島県郡⼭市 レンタル
13:51 板橋 侑樹 東京農⼯⼤学 レンタル
13:52 ⾦⼦ 哲⼠ 東北⼤OLC レンタル 13:52 須藤 元 ⼊間市OLC レンタル
13:53 北川 賢也 ES関東C レンタル
13:54 平⼭ 遼太 京葉OLC/杏友会 レンタル
13:55 ⻑岡 凌⽣ 東北⼤OLC レンタル 13:55 ⾼津 寿三鈴 Club阿闍梨 レンタル
13:56 増⽥ 健也 ⼊間市OLC レンタル
13:57 ⾕川 友太 OLCルーパー 7203414
13:58 前川 光鷹 早⼤OC レンタル 13:58 吉居 育美 奈良⼥OLC レンタル
13:59 熊⾕ 新吉 岩⼿⼤学 レンタル
14:00 佐藤 遼平 杏友会/⼊間市OLCレンタル
14:01 ⻑⾕川 拓海 NUOC レンタル
14:02 ⽯⽥ 尚⼤ 岩⼿⼤学 レンタル
14:03 茂原 瑞基 慶應⼤OLC レンタル
14:04 ⼊江 崇 サン・スーシ 7209629
14:05 ⼩⼭ 正伍 筑波⼤学 レンタル
14:06 濱崎 誠⼠ 阪⼤OLC レンタル
14:07 倉地 草太 北⼤OLC レンタル
14:08 豊⽥ 俊哉 神⼤OLK レンタル
14:09 菅沼 友仁 茨⼤OLD レンタル
14:10 緒⽅ 賢史 奈良市 レンタル
14:11 ⼆瓶 勢真 ⾦⼤OLC レンタル
14:12 LU CHIHENG 千葉⼤OLC レンタル
14:13 ⾦⽥ 蓮 NUOC レンタル
14:14 伊藤 光祐 東北⼤学 レンタル
14:15 ⼭下 政泰 NUOC レンタル
14:16 中野 喬博 杏友会 レンタル
14:17 ⼯藤 友喜 岩⼿⼤学 レンタル
14:18 新⽥⾒ 優輝 練⾺OLC/杏友会 レンタル
14:19 嶋崎 渉 東北⼤OLC レンタル
14:20 藤本 紘哉 北⼤OLC レンタル
14:21 ⼩⾼ 敦志 岩⼿⼤学 レンタル
14:22 森 倭渡 北⼤OLC レンタル
14:23 ⽥邉 拓也 横浜OLクラブ 231338
14:24 江野 弘太郎 KOLC レンタル
14:25 ⼩笠原 篤也 NUOC レンタル
14:26 ⼟井 洋平 群⾺県太⽥市 8664052
14:27 橋本 知明 ES関東C レンタル
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