
第 36回東大 OLK大会 駐車券当選者名簿 

 

第 36回東大 OLK大会にお申し込みいただきありがとうございます。 

本大会では駐車券希望多数のため、抽選をさせていただくこととなりました。 

抽選漏れの方にはご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。 

名簿にお名前があるにもかかわらず、5/26(月)までに駐車券が届かなかったという方は、 

  ddd.kk1201■ezweb.ne.jp ■→@ 

までご連絡ください。 

また、その他ご質問などございましたら上記アドレスまでお願いいたします。 

それでは運営者一同、皆様のご参加をお待ちしております。 

 

第 36回東大 OLK大会 駐車場担当 衣川浩輔 

 

名前 所属 クラス 

堀田遼 トータス ME 

山上大智 赤城アニマルズ ME 

八神遥介 青葉会 ME 

澤口弘樹 早大 OC ME 

中野雅之 東大 OB ME 

篠原岳夫 渋谷で走る会 ME 

中島正治 丘の上 ME 

菅谷裕志 OLCルーパー ME 

田中 裕也 OLK29期 ME 

石輪 健樹 PAL's ME 

細淵 晃平 B&B ME 

川上雅人 名古屋大学 ME 

山本匡毅 名古屋大学 ME 

蔵田真彦 神奈川県川崎市 ME 

渡邉彩子 早大 OC WE 

高野由紀 東京 OL クラブ WE 

千明瑞希 アクティベートフィニッシュ WE 

横山理恵 福井県協会 WE 

髙橋美誉 じゃじゃじゃ OC WE 

井上舞 やる気！元気！楠！ WE 

佐々木裕之 ＦＦＣ M21A-1 



角岡明 三河 OLC M21A-1 

水嶋孝久 入間市 OLC M21A-1 

曽原 直也 横浜 OL クラブ M21A-1 

佐藤大樹 東工大 OLT M21A-1 

田島和明 筑波大オリエンテーリング部 M21A-1 

大橋悠輔 青葉会 M21A-1 

栗山拓己 茨城大 OLD M21A-1 

勝間田駿 茨城大 OLD M21A-1 

長谷部敬之 茨城大 OLD M21A-1 

三上玲皇 茨城大 OLD M21A-1 

新粥文哉 千葉大 OLK M21A-1 

柳沢稜 早大 OC M21A-2 

石澤俊崇 トータス M21A-2 

内藤愉孝 浜松 OLC M21A-2 

畝林誠 金沢メタ坊～ず M21A-2 

片桐拓登 ときわ走林会 M21A-2 

太田裕士 京大 OLC M21A-2 

松島真之 京大 OLC M21A-2 

河村裕太 東京農工大学 M21A-2 

山本剛史 東工大 OLT M21A-2 

後藤崇 杏友会 M21A-2 

鍋谷泰紀 六国会 M21A-2 

井坂太一 茨城大 OLD M21A-2 

樋口佳祐 名古屋大学 M21A-2 

新井宏美 京葉 OL クラブ W21A 

沢田近子 入間市 OLC W21A 

關明日香 柏オリエン W21A 

清谷智弘 横浜 OL クラブ M35A 

小林岳人 ES関東 c M35A 

菅原琢 多摩 OL M35A 

田代雅之 静岡 OLC M35A 

藤平 正敏 多摩 OL M35A 

飯野雅人 横浜 OL クラブ M35A 

菱沼輝男 FFC M43A 

小林重信 ときわ走林会 M43A 

宮本幸治 京葉 OLC M43A 



新井和彦 入間市 OLC M43A 

清水茂 高崎ＯＬＣ M43A 

伊藤夏生 ES関東 M43A 

町井稔 長野県協会 M50A 

大橋晴彦 杏友会 M50A 

小倉秀一 ラジヲオリエンズ M50A 

河村健二 横浜 OL クラブ M50A 

杉本光正 ES関東クラブ M50A 

寺島一樹 ES関東 c M50A 

池田博 方向音痴会 M50A 

井口良範 高崎 OLC M50A 

瀧川英雄 OLCふるはうす M50A 

山本賀彦 広島ＯＬＣ M50A 

木村佳司 長野県協会 M50A 

岡本隆之 ＯＬＰ兵庫 M50A 

五十嵐則仁 横浜 OL クラブ M50A 

天明英之 東京 OL クラブ M60A 

加藤昭次 多摩 OL M60A 

小笠原揚太郎 東京 OL クラブ M60A 

山口征矢 川口ＯＬＣ  M60A 

大塚校市 千葉 OLK M60A 

井上幹男 東京 OL クラブ M60A 

藤原三郎 山梨骨骨クラブ M60A 

児玉拓   M70A 

今井信親 ワンダラーズ M70A 

柴田喜一 つるまい OLC M70A 

田島三郎 入間市ＯＬＣ M70A 

田中博 入間市ＯＬＣ M70A 

小幡 昭次 三河 OLC M70A 

鷹澤正 上越市 OLC M70A 

村越久子 静岡 OLC W35A 

植松裕子 入間市 OLC W50A 

久保君子 練馬 OLC W60A 

船田賢 つくば Cocco MAS 

田中祐嗣 19期 MAS 

小山達之 早大 OCOB MAS 



天野仁 横浜 OL クラブ MAS 

野嶋茂樹 杏友会 MAS 

栗原佑典 筑波大オリエンテーリング部 MAS 

川名聡 丘の上音痴会 MAS 

前田肇 杏友会 MAS 

西脇正展 Nの会 MAS 

小林博文 日本旅行 MAS 

田崎博実 杏友会 MASS 

丸藤純 ときわ走林会 MASS 

岸野義宏 杏友会 MASS 

大場紫音 東北大 OLC MF 

小林隆嗣 東北大 OLC MF 

新井喬之 東北大 OLC MF 

櫻井裕 東北大 OLC MF 

八木颯 東北大 OLC MF 

宇都宮淳志 東北大 OLC MF 

齋藤新平 東北大 OLC MF 

平野伶奈 東北大 OLC WF 

岡本真嗣 富士見市 BL 

金井桂一 方向音痴会 BL 

青木孝道 杏友会 BL 

伊藤史朗 杏友会 BS 

近藤香澄 練馬区 BS 

利光茉莉   G 

丸山則和 みつけ OLC G 

宍戸祐司   MNLL 

更科裕介 新潟大学 OB 北信Ms 

今正寛 金沢工大 OTC 北信Ms 

高嶋健吾 金大 OLC 北信Ms 

島倉侑志 金大 OLC 北信Ms 

久須美裕 新潟大学 OC 北信Ms 

清水浩太 新潟大学 OC 北信Ms 

菅野柊斗 新潟大学 OC 北信Ms 

田邊京平 新潟大学 OC 北信Ms 

久保貴大 新大 OB北関東支部 北信Ms 

田仲圭 新大 OB北関東支部 北信Ms 



池嶋美佳 金大 OLC 北信Ws 

五味あずさ 金大 OLC 北信Ws 

不破美沙 新潟大学 OC 北信Ws 

渡辺幸 山形大学 北東Ms 

小室裕貴 福島大ＯＬＣ 北東Ms 

三浦孝之 福島大ＯＬＣ 北東Ms 

三本杉武大 福島大ＯＬＣ 北東Ms 

庄司大輔 福島大ＯＬＣ 北東Ms 

高橋稔弥 岩手大学 OLC 北東Ms 

藤原大樹 岩手大学 OLC 北東Ms 

田口茂樹 岩手大学 OLC 北東Ms 

柏倉佳介 青葉会 北東Ws 

氏家円佳 岩手県立大学 olc 北東Ws 

 


