
土井慶記 藤丘真治 山本真子

谷 井上央江 聡

第30回岡山県笠岡市オリエンテーリング大会
事前申込者リスト(個人) 事前申込者リスト(グループ･トレイル・キッズ)

クラス 氏名 所属クラブ Mycard　NO クラス 氏名 所属クラブ Mycard　NO クラス 氏名 所属クラブ Mycard　NO
ＭＡＬ 新見和教 緑外会 412624 チャレンジ 小野晴義 レンタル 体験 長田務 レンタル

中條さおり レンタル 菜摘 　　　啓子
井上博人 安田クラブ 84815 小野和美 レンタル 西村和子
川端　勲 北九州OLC レンタル 裕貴 上川恵子
宮本佳記 朱雀OK 64191 中川奏海子 白石中学校 レンタル 中桐達雄 レンタル
福田雄希 京大OLC 64152 天野真我 　　　典子
渡辺拓也 京大OLC 64146 三宅浩一 拓人
寺田啓介 鞍部同好会 76882 吉岡幸蔵 歩夢
岡本耀平 鞍部同好会 64051 植本明里 白石中学校 レンタル 直志
大箱貴志 京大OLC 64031 原田れみら 片岡貴史 レンタル
三輪幸寛 鞍部同好会 64112 三好一郎 　　恭仁子
水藤拓人 鞍部同好会 64017 里見　円 　　　　凛
和田洋介 京大OLC 64000 中川祥吾 白石中学校 レンタル 花
古賀健太 京大OLC レンタル 中川海帆 原田しおり レンタル
中村陽二 京大OLC 64032 大塚聡子 西谷美幸
鈴本　蒼 京大OLC 64082 渡辺頼史 原田岬海
安田太郎 安田クラブ 76923 中川裕太 原田千琴
関谷麻里絵 朱雀OK 64200 兒島智也 白石中学校 レンタル 山下弘昭 レンタル
西村徳真 京都OLC レンタル 山川真波 喜美子
奥村理也 OLC吉備路 401574 平松敬子 馬越敦子 白石中学校 レンタル
土井慶記 安田クラブ安田クラブ レンタルレンタル 藤丘真治 山本真子
山下智之 安田クラブ レンタル 三宅千絵 酒津バド部 レンタル 天野美枝
森本大輔 広島OLC 116332 銅木由美

上平清子 青江久子
ＭＡＳ 渡辺雅敏 765ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 411428 高尾紀江 酒津バド部 レンタル 畑田竜也 白石小学校 レンタル

櫻木伸也 浜松OLC 409867 北中陽子 天野沙弥
大林俊彦 大阪OLC 140820 武野智之 中川俊輔
半田太郎 博多OLC レンタル 塩見章康 原田龍輝
古川健二 安田クラブ レンタル 珀空 原田安奈
小島　淳 鳩の会 レンタル 三宅俊充 酒津バド部 レンタル 吉川   慧 白石小学校 レンタル
阿部昌隆 東京OLクラブ 76959 平山由紀 中川実夢
中村洋士 483427 川原久美香 天野志保

平　裕次 天野祐里
ＷＡ 富岡利恵 レンタル 平　大和 原田伊代

吉村和子 晴れの国岡山OLC レンタル 山上翔世 岡大探検部 レンタル 三宅恵子 白石小学校 レンタル
半田博子 博多OLC レンタル 上林道弘 小寺初美
宮沢絵美 安田クラブ レンタル 山下真司 岡大探検部 レンタル 定平敏江
森本結佳 広島OLC 116332 辻　航平 高橋寛子 レンタル

水野博覚 金光教福崎 レンタル 吉村直子
ＭＶ 原田憲夫 札幌OLC 402067 大村美音 少年少女会 藤井さえこ レンタル

徳野利幸 愛媛県OL協会 レンタル       美保    　　　友喜
尾和　薫 三河OLC 140948 藤本照与 陽菜
坂東光彦 徳島県OL協会 レンタル 渡部晃久 レンタル
谷 正春　正春 広島OLC広島OLC レンタルレンタル ハッスルハッスル 井上央江 レンタルレンタル 聡　　
弘中　進 ｳｵｰｷﾝｸﾞS.C 410210 健 原田　洋 レンタル

井上　哲 レンタル 翔宇
ＭＢ 野村光照 レンタル 凛 真宇

小野和則 レンタル 坂井清治 レンタル 佐藤久美子 レンタル
上田林三郎 レンタル 内谷良三 麟太郎
佐々木典恭 安田クラブ レンタル 山田　治 百合愛
杉森憲文 ファﾐﾘｰOLC レンタル 藤井　清 上杉亜希
政氏省悟 レンタル 天野裕代 レンタル 夢来
吹元數夫 OLP兵庫 レンタル 小見山美智子 田原元美 レンタル

原田えつ江 友美
ＷＢ 貝畑和子 レンタル 太田敦子 レンタル 鈴音

上田つたえ レンタル 湯浅日出雄 太陽
藤本幸子 ｳｵｰｷﾝｸﾞS.C レンタル 森本泰貴 レンタル

ジュニア 山本真帆 レンタル 大輔
ＭＷＮ 阿部洋子 レンタル 溝口想菜 岡崎　浩 レンタル

徳野八重子 レンタル 増岡いおり 盛
中村春美 レンタル 増岡芳夏 岩元善一 レンタル
尾和　登 レンタル 利江
本山友貴 レンタル 千紘
川上はるみ レンタル 悠真
森本竜成 広島OLC レンタル 脇田知佐子 レンタル

こころ
安井すず

弥生
片山紀子 レンタル

麻衣
和也
正明

都井靖浩 レンタル
伸子
紗月帆

トレイル 中條さおり
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