
11:28:00 今泉　知也 京葉ＯＬＣ 11:56:00 茅野　耕治 ワンダラーズ

11:29:00 長友　志朗 長崎市OL協会 11:57:00 池田　俊彦 つるまいＯＬＣ

11:30:00 石澤　俊崇 トータス 11:58:00 河村　健二 三河OLC

11:31:00 多田野　清人 ときわ走林会 11:59:00 小林　康浩

11:32:00 青島　健太 いずむFC 12:00:00 田中　公悟 マッパ

11:33:00 藤原　成文 うるしの会 12:01:00 鈴木　正文 浜松OLC

11:34:00 山岸　甚太郎 おいぐす 12:02:00 永田　秀樹 みやこOLC

11:35:00 ★林　佳苗 チームラタマキュー 12:03:00 塚本　圭 ROLAOB

11:36:00 片山　裕典 おいぐす 12:04:00 尾和　薫 三河ＯＬＣ

11:37:00 大滝　民己 ES関東C 12:05:00 杉　道太郎

11:38:00 上松　晋也 京大19期ドリームチーム 12:06:00 田代　雅之

11:39:00 工藤　浩司 OLCルーパー 12:07:00 小泉　成行 ときわ走林会

11:40:00 赤池　勝哉 かすいち倶楽部 12:08:00 ★渡辺　円香 ES関東C

11:41:00 吉田　武生 ぞんび～ず 12:09:00 前田　哲史 紅崩会

11:42:00 鈴木　陽介 紅崩会 12:10:00 笹谷　淳一 おいぐす

11:43:00 早野　哲朗 京葉OLクラブ 12:11:00 内藤　ヒロオ 三河ＯＬＣ

11:44:00 玉祖　秀人 ぞんび～ず 12:12:00 山崎　貴幸 川越OLC

11:45:00 木村　佳司 長野県OL協会 12:13:00 ★高梨　喜子

11:46:00 足立　辰彦 ハッピートレイルズ@迷走 12:14:00 勝又　崇 白峰会

11:47:00 青森　將志 ＯＬＰ兵庫 12:15:00 森　達一郎 麦チョコズ

11:48:00 森本　大輔 広島OLC 12:16:00 松橋　徳敏 つるまいOLC

11:49:00 谷垣　宣孝 OLP兵庫 12:17:00 安藤　誠 みちの会

11:50:00 岩田　竜一 けやき六国会 12:18:00 ★番場　洋子 ぞんび～ず

11:51:00 山田　雄一郎 大阪ＯＬＣ 12:19:00 吉村　年史 広島OLC

11:52:00 金山　隆志 静大OLC

11:53:00 安井　真人 三河OLC

11:54:00 小幡　昭次 三河OLC

11:55:00 ★志村　直子 かすいち倶楽部

スタートリスト（3月11日）

Long 1（★は女性）



11:28:30 加藤　弘之 ES関東C 11:56:30 紺野　俊介 横浜OLクラブ

11:29:30 伊藤　哲夫 松阪ＯＬＣ 11:57:30 小川　和之 つるまいＯＬＣ

11:30:30 多田　宗弘 多摩ＯＬ 11:58:30 ★工藤　千晶 OLCルーパー

11:31:30 宮崎　敦司 11:59:30 大町　宏志 多摩OL

11:32:30 谷村　正樹 杉風会 12:00:30 高橋　善徳 みちの会

11:33:30 佐藤　大輔 静大OLC 12:01:30 永井　昇 三河OLC

11:34:30 ★高野　美春 入間市OLC 12:02:30 山床　晋也 ROLAOB

11:35:30 林　武彦 チームラタマキュー 12:03:30 小池　英希 JANETS

11:36:30 奥村　理也 OLC吉備路 12:04:30 福澤　進 京大19期ドリームチーム

11:37:30 谷　秀司 三重県庁ＯＬＣ 12:05:30 渡辺　真人 杏友会

11:38:30 ★深沢　博子 入間市OLC 12:06:30 荒井　正敏 多摩ＯＬ

11:39:30 菱沼　輝男 FFC 12:07:30 上村　雅俊 JANETS

11:40:30 大林　俊彦 うるしの会 12:08:30 山根　祥延 紅萌会

11:41:30 竹内　利樹 マッパ 12:09:30 山平　拓也 杉風会

11:42:30 寺田　慎一 静大OLC 12:10:30 古川　祐也 札幌農学校

11:43:30 和泉　裕 いずむFC 12:11:30 ★榊原　明美 浜松OLC

11:44:30 榎本　保史 いずむFC 12:12:30 久保　忠幸 大阪OLC

11:45:30 福田　雅秀 川越ＯＬＣ 12:13:30 宮田　敏雄 松阪OLC

11:46:30 和泉澤　誠 横浜国大OB会 12:14:30 西尾　信寛 朱雀OK

11:47:30 天谷　翔吾 おいぐす 12:15:30 佐々木　裕之 FFC

11:48:30 中村　貴史 杉風会 12:16:30 長谷川　啓 札幌農学校

11:49:30 山本　真司 ES関東C 12:17:30 松澤　俊行 青葉会

11:50:30 岡本　健一 ぞんび～ず 12:18:30 川上　崇史 丘の上

11:51:30 平野　健二郎 札幌農学校

11:52:30 藤生　考志 東京OLクラブ

11:53:30 仁多見　剛 多摩ＯＬ

11:54:30 ★北原　静香 浜松OLC

11:55:30 阿部　慎一 OLCルーパー

Long 2（★は女性）



10:00:00 ★赤松　奈美 麦チョコズ

10:01:00 岡田　公二郎 OLCルーパー

10:02:00 ★増山　歩 ES関東C

10:03:00 ★水野　真理 OC25期

10:04:00 瀬口　洋治 OLCルーパー

10:05:00 小暮　喜代志 ＥＳ関東Ｃ

10:06:00 ★鈴木　裕子

10:07:00 ★柳原　育子 倉敷でこぼナイト

10:08:00 柿並　義宏 青葉会

10:09:00 平松　宗大郎 つばめ会

10:10:00 ★吉田　歩美 立命館大ＯＬＡ　ＯＧ

10:11:00 足立　良富 不由径

10:12:00 山根　洋之 チターンズ残党

10:13:00 松原　幸司 愛知教育大学

10:14:00 ★岡田　美穂 ROLA-OG

10:15:00 ★市川　裕子 安土ＵＫ

10:16:00 北原　学

10:17:00 ★長田　江美 早大OC寿会

10:18:00 ★小林　香織 不由径

10:19:00 ★澤田　留己 朱雀OK

10:20:00 吉井　博一 かすいち倶楽部

10:21:00 竹中　庸

10:22:00 瀬沼　健 電通大OB

10:23:00 小田　尚徹 いずむFC

10:24:00 ★吉井　奈美 かすいち倶楽部

10:25:00 永橋　慎一

10:26:00 小林　力 不由径

10:27:00 伏見　孝一 いずむFC

10:28:00 ★加納　尚子 朱雀OK

10:29:00 角岡　明 つるまいOLC

10:30:00 美藤　陽一 広島ＯＬＣ

10:31:00 山本　賀彦 OLP兵庫

10:32:00 大野　聡生 OLC東海

10:33:00 中澤　宏紀

Middle（★は女性）



10:40:00 佐藤　政明

10:41:00 多田　茂紀 ＯＬＣルーパー

10:42:00 武藤　拓王 横浜OLクラブ

10:43:00 土屋　武 愛知OLC

10:44:00 鈴木　健夫 京葉ＯＬＣ

10:45:00 岩井　馨 倉敷でこぼナイト

10:46:00 小泉　辰喜 丘の上

M 50

10:47:00 尾上　秀雄 サン・スーシ

10:48:00 木村　攻 愛知OLC

10:49:00 前田　春正 KOLA

10:50:00 松井　鉄彦 OLCほのくに

10:51:00 笠井　泰自 大阪ＯＬＣ

10:52:00 明石　五郎 春日部OLC

10:53:00 辻村　修 コンターズ

10:54:00 木村　厚 愛知OLC

10:55:00 金子　八三

10:56:00 岡野　英雄 愛知OLC

W 50

11:00:00 植松　裕子 高崎OLC

N/G ※体育館前に集合して下さい

10:30:00 森本　結佳 広島OLC

森本　竜成

森本　泰貴

10:31:00 渡邉　瑞穂

10:32:00 小林　たける（2名） 田口ＯＬＣ

10:33:00 西崎　稔（4名） BS細江1

10:34:00 肥後　徳仁

肥後　律子

肥後　澄

肥後　なつみ

10:35:00 坂本　清光

M 35



チームコード チーム名 一走 二走 三走 大学

501 祈・広大復活！ 美藤陽一 吉村年史 森本大輔 広島大学

502 チーム谷垣 大林俊彦 谷村正樹 谷垣宣孝

503 紅萠会事務局 中井隆史 長沼佑樹 中川英一 京都大学

504 まっぱ 高梨雅幸 竹内利樹 田中公悟

505 杉風会 谷村正樹 愛場庸雅 中村貴史 大阪市立大学

506 まわりふきん 白川努 藤本佳完 山平拓也 大阪市立大学

507 ウルトラクラブ 加藤弘之 奥村理也 大滝民己 東京大学

508 まきのくらぶ 小泉辰喜 藤生孝志 小池英希

509 いずむFC 青島健太 和泉裕 伏見孝一 早稲田大学

510 木酔会（生中） 安井真人 石澤俊崇 紺野俊介 早稲田大学

511 おいぐす 片山裕典 笹谷淳一 山岸甚太郎 金沢大学

512 名古屋大OB 松橋徳敏 小川和之 中島和彦 名古屋大学

513 杏友会 安藤誠 久野雄介 渡辺真人 東京大学

514 京大19期ドリームチーム 上松晋也 福澤進 市川徹 京都大学

515 ぞんび～ず 番場洋子 岡本健一 吉田武生 京都大学

516 多摩ＯＬ 荒井正敏 仁多見剛 未定

517 東工大つばめ会 浅野昭 奥田健史 岡部健志 東京工業大学

518 長友・山根・阪本 長友志朗 山根祥延 阪本博

519 紅萌会 保呂毅 植山大輔 有賀敏典 京都大学

520 多田野・小暮・渡辺 多田野清人 小暮喜代志 渡辺円香

521 青葉会 柿並義宏 早野哲朗 松澤俊行 東北大学

522 紅崩会 前田哲史 山本真司 鈴木陽介 京都大学

523 ROLAOB 塚本圭 松井宏介 山床晋也

524 チーム山武岡 山根洋之 武政泰輔 岡野健太郎

525 札幌農学校 平野健二郎 内田恵司 長谷川啓 北海道大学

526 OLG町田出張所 澤田絵美 加納一城 小澤大樹

527 OLG東海支部 松岡崇 近澤元治 染谷倫永

528 静大OLC 寺田慎一 佐藤大輔 金山隆志

チームコード チーム名 一走 二走 三走 大学

651 立命館大ＯＬＡ　ＯＧ 市川裕子 岡田美穂 吉田歩美 立命館大学

652 京都橘女子大学 工藤千晶 横江君香 元木友子 京都橘女子大学

チームコード チーム名 一走 二走 三走

601 不由径３軍 小林力 足立良富 小林香織

602 かすいち倶楽部 阿部宗徳 吉井奈美 吉井博一

603 法政大学Again-A 藤島英史 江口航平 野々山景太

604 法政大学Again-B 石井隆 宮沢直也 菊池裕介

605 法政大学Again-C 熊本雄太 吉田晃 伴康隆

スタートリスト（3月12日)

ORL

OWR

ORS



7001 宮崎　敦司 7027 赤池　勝哉 かすいち倶楽部

7002 藤原　成文 うるしの会 7028 加藤　昭治 愛知ＯＬＣ

7003 辻村　修 コンターズ 7029 多田　宗弘 多摩ＯＬ

7004 林　武彦 チームラタマキュー 7030 伊藤　哲夫 松阪ＯＬＣ

7005 ★林　佳苗 チームラタマキュー 7031 加藤　弘之 ES関東C

7006 山田　雄一郎 大阪ＯＬＣ 7032 福田　雅秀 川越ＯＬＣ

7007 佐藤　政明 7033 牧ヶ野　敏明 岐阜ＯＬＣ

7008 山本　賀彦 OLP兵庫 7034 小橋　至

7009 大町　宏志 多摩OL 7035 西尾　信寛 朱雀OK

7010 藤田　和男 湖西OL同好会 7036 田代　雅之

7011 牧田　大太 7037 玉祖　秀人 ぞんび～ず

7012 和泉澤　誠 横浜国大OB会 7038 久保　忠幸 大阪OLC

7013 茅野　耕治 ワンダラーズ 7039 ★高野　美春 入間市OLC

7014 内藤　ヒロオ 三河ＯＬＣ 7040 小林　康浩

7015 尾和　薫 三河ＯＬＣ 7041 大原　一由 中京ＯＬＣ

7016 宮田　敏雄 松阪OLC 7042 夏目　保雄 京葉ＯＬＣ

7017 宮本　幸治 京葉OLクラブ 7043 今泉　知也 京葉ＯＬＣ

7018 宮本　知江子 京葉OLクラブ

7019 山崎　貴幸 川越OLC

7020 石田　亘宏 愛知OLC

7021 高橋　正彦 OLCほのくに

7022 伊藤　誠厚 三重県庁OLC

7023 小幡　昭次 三河OLC

7024 角岡　明 つるまいOLC

7025 勝又　崇 白峰会

7026 河村　健二 三河OLC

ナンバーカード

OL（★は女性）



7501 笠井　泰自 大阪ＯＬＣ

7502 永橋　慎一

7503 中澤　宏紀

7504 金子　八三

7505 瀬沼　健 電通大OB

7506 明石　五郎 春日部OLC

7507 瀬口　洋治 OLCルーパー

7508 ★石田　美代子 愛知OLC

7509 ★榊原　明美 浜松OLC

7510 前田　春正 KOLA

7511 多田　茂紀 ＯＬＣルーパー

7512 森　達一郎 麦チョコズ

7513 北原　学

7514 城山　泰彦 かすいち倶楽部

7515 ★深沢　博子 入間市OLC

7516 杉　道太郎

7517 岡田　公二郎 OLCルーパー

7518 工藤　浩司 OLCルーパー

7519 竹中　庸

7520 ★増山　歩 ES関東C

7521 土屋　武 愛知OLC

N/G

10:30 肥後　徳仁

肥後　律子

肥後　澄

肥後　なつみ

10:31 小林　たける(2名） 田口ＯＬＣ

10:32 宮本　樹 京葉OLクラブ

10:33 牧ヶ野　智央 岐阜ＯＬＣ

10:34 森本　結佳 広島OLC

森本　竜成

森本　泰貴

OS（★は女性）

ナンバーカード

※体育館前に集合して下さい


