
参加クラス 氏名 フリガナ 登録年 E-card No. 所属
関東Ms 塚越　航 ツカゴシ　ワタル 2 180782 東京工業大学
関東Ms 小林　涼介 コバヤシ　リョウスケ 4 180781 東京工業大学
関東Ms 曽原　直也 ソハラ　ナオヤ 4 180467 東京工業大学
関東Ms 山本　剛史 ヤマモト　タケシ 4 180468 東京工業大学
関東Ms 新免　佑太 シンメン　ユウタ 3 82553 東京工業大学
関東Ms 豊永　恭平 トヨナガ　キョウヘイ 3 180469 東京工業大学
関東Ms 長坂　侑亮 ナガサカ　ユウスケ 3 180491 東京工業大学
関東Ms 福地　翔 フクチ　ショウ 3 161173 東京工業大学
関東Ms 藤橋　一輝 フジハシ　カズキ 3 161174 東京工業大学
関東Ms 水野　純 ミズノ　ジュン 3 161175 東京工業大学
関東Ms 山田　晋太朗ヤマダ　シンタロウ 3 180505 東京工業大学
関東Ms 大倉　辰興 オオクラ　タツオキ 2 180506 東京工業大学
関東Ms 佐藤　大樹 サトウ　ダイキ 2 180504 東京工業大学
関東Ms 徳増　宏基 トクマス　コウキ 2 180821 東京工業大学
関東Ms 中野　真司 ナカノ　シンジ 2 180822 東京工業大学
関東Ms 根岸　岳 ネギシ　タケシ 2 180843 東京工業大学
関東Ms 古林　琢 フルバヤシ　タク 2 180831 東京工業大学
関東Ms 横山　大輔 ヨコヤマ　ダイスケ 2 180832 東京工業大学
関東Ms 吉田　真悟 ヨシダ　シンゴ 2 180844 東京工業大学
関東Ms 木所　佑斗 キドコロ　ユウト 1 161169 東京工業大学
関東Ms 木野内　駿 キノウチ　シュン 1 161170 東京工業大学
関東Ms 戸上　直哉 トガミ　ナオヤ 1 161171 東京工業大学
関東Ms 藤井　智也 フジイ　トモヤ 1 161176 東京工業大学
関東Ms 柳村　紘貴 ヤナムラ　コウキ 1 161177 東京工業大学
関東Ms 吉川　輝 ヨシカワ　ヒカル 1 161178 東京工業大学
関東Ms 横井和樹 ヨコイカズキ 3 79658 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Ms 片桐拓登 カタギリタクト 4 79661 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Ms 木間光 コノマヒカル 3 79662 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Ms 松井俊一 マツイシュンイチ 2 79666 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Ms 野本圭介 ノモトケイスケ 2 161187 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Ms 後藤孔要 ゴトウコウヨウ 2 84005 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Ms 小林功真 コバヤシカツマ 1 84006 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Ms 村瀬貴紀 ムラセタカキ 1 84012 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Ms 栗原佑典 クリバラユウスケ 1 84015 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Ms 那須佳祐 ナスケイスケ 1 84017 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Ms 宮川孝 ミヤカワコウ 1 84821 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Ms 長谷部敬之 ハセベタカユキ 2 161182 茨城大学OLC
関東Ms 秋庭健介 アキバケンスケ 4 161185 茨城大学OLC
関東Ms 大谷達也 オオタニタツヤ 4 129924 茨城大学OLC
関東Ms 小栗真哉 オグリシンヤ 2 129925 茨城大学OLC
関東Ms 三上玲皇 ミカミレオ 2 レンタル 茨城大学OLC
関東Ms 大坪和樹 オオツボカズキ 3 161184 茨城大学OLC
関東Ms 勝間田駿 カツマタシュン 1 レンタル 茨城大学OLC
関東Ms 蛭田善大 ヒルタヨシヒロ 1 レンタル 茨城大学OLC
関東Ms 栗山拓己 クリヤマタクミ 1 レンタル 茨城大学OLC
関東Ms 川越啓史 カワゴエヒロフミ 2 レンタル 茨城大学
関東Ms 村越怜 ムラコシレイ 3 157399 日本大学
関東Ms 橘内　勇一郎キツナイユウイチロウ 2 レンタル 東京農工大学
関東Ms 上平　敦史 カミヒラ　アツシ 1 183172 東京農工大学
関東Ms 堀田　隼人 ホッタ　ハヤト 1 183173 東京農工大学
関東Ms 河村 裕太 カワムラユウタ 1 183113 東京農工大学
関東Ms 坂本 泰一 サカモトタイイチ 1 180786 東京農工大学
関東Ms 小川裕太 オガワユウタ 2 レンタル 東京農工大学
関東Ms 高橋遼 タカハシリョウ 2 レンタル 東京農工大学
関東Ms 出蔵恭平 デグラキョウヘイ 2 レンタル 東京農工大学
関東Ms 藤井邦俊 フジイクニトシ 2 180887 東京農工大学
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関東Ms 村山宗理 ムラヤマヒロタダ 2 180475 東京農工大学
関東Ms 市谷 優太 イチタニユウタ 3 180570 東京農工大学
関東Ms 高橋 正如 タカハシマサユキ 3 180830 東京農工大学
関東Ms 柄 晃裕 ツカアキヒロ 3 180521 東京農工大学
関東Ms 蕗澤 孝紘 フキザワタカヒロ 4 180569 東京農工大学
関東Ms 渡辺 雄太 ワタナベユウタ 4 183114 東京農工大学
関東Ms 長友　悠 ナガトモ　ユウ 2 169073 東京大学
関東Ms 古里　亮太 フルサト　リョウタ 4 150106 東京大学
関東Ms 宇川　裕亮 ウカワ　ユウスケ 4 146678 東京大学
関東Ms 田村　晃太郎タムラ　コウタロウ 4 150121 東京大学
関東Ms 燧　暁彦 ヒウチ　アキヒコ 4 182500 東京大学
関東Ms 堀田　遼 ホッタ　リョウ 4 161314 東京大学
関東Ms 三谷　洋介 ミタニ　ヨウスケ 4 150118 東京大学
関東Ms 結城　克哉 ユウキ　カツヤ 4 183162 東京大学
関東Ms 石野　夏幹 イシノ　ナツキ 3 157883 東京大学
関東Ms 小石原　暉 コイシハラ　ヒカル 3 150108 東京大学
関東Ms 真保　陽一 シンボ　ヨウイチ 3 150109 東京大学
関東Ms 牧野　達哉 マキノ　タツヤ 3 150112 東京大学
関東Ms 山本　淳史 ヤマモト　アツシ 3 173328 東京大学
関東Ms 鈴木　良広 スズキ　ヨシヒロ 3 168956 東京大学
関東Ms 糸賀　翔大 イトガ　ショウタ 2 168952 東京大学
関東Ms 岩尾　朋洋 イワオ　トモヒロ 2 182386 東京大学
関東Ms 岩田　健太郎イワタ　ケンタロウ 2 168953 東京大学
関東Ms 久保田　雄起クボタ　ユウキ 2 168969 東京大学
関東Ms 小島　拓也 コジマ　タクヤ 2 168968 東京大学
関東Ms 舘野　瑞樹 タテノ　ミズキ 2 168978 東京大学
関東Ms 田森　宥好 タモリ　ヒロヨシ 2 168979 東京大学
関東Ms 蜂須賀　久晴ハチスカ　ヒサハル 2 169091 東京大学
関東Ms 林 俊太 ハヤシ　シュンタ 2 173296 東京大学
関東Ms 平木　達也 ヒラキ　タツヤ 2 169092 東京大学
関東Ms 大井　真 オオイ　マコト 1 182494 東京大学
関東Ms 大久保　宗典オオクボ　ムネノリ 1 180481 東京大学
関東Ms 佐藤　謙太 サトウ　ケンタ 1 182601 東京大学
関東Ms 泰井　宙輝 タイイ　ヒロキ 1 180555 東京大学
関東Ms 深田　恒 フカダ　ワタル 1 173221 東京大学
関東Ms 福井　悠太 フクイ　ユウタ 1 182497 東京大学
関東Ms 村川　拓也 ムラカワ　タクヤ 1 182276 東京大学
関東Ms 村吉　諄之 ムラヨシ　トモユキ 1 180540 東京大学
関東Ms 森　泰二郎 モリ　タイジロウ 1 182380 東京大学
関東Ms 祐谷　大輝 ユウヤ　タイキ 1 182274 東京大学
関東Ms 山本　信彰 ヤマモト　ノブアキ 2 169959 千葉大OLC
関東Ms 多比羅　大 タヒラ　ダイ 4 161118 千葉大OLC
関東Ms 富田　英幸 トミタ　ヒデユキ 3 161120 千葉大OLC
関東Ms 根本　直人 ネモト　ナオト 3 116322 千葉大OLC
関東Ms 吉江　一樹 ヨシエ　カズキ 3 161124 千葉大OLC
関東Ms 後藤　建 ゴトウ　タツル 2 161121 千葉大OLC
関東Ms 嶋田　圭太郎シマダ　ケイタロウ 2 169964 千葉大OLC
関東Ms 柏原　真太郎カシハラ　シンタロウ 1 114990 千葉大OLC
関東Ms 新粥　文哉 シンガイ　フミヤ 1 115003 千葉大OLC
関東Ms 太田 晶久 オオタアキヒサ 2 168928 一橋大学
関東Ms 池田 純也 イケダジュンヤ 4 183062 一橋大学
関東Ms 古川 直樹 フルカワナオキ 4 レンタル 一橋大学
関東Ms 細淵 晃平 ホソブチコウヘイ 3 412614 一橋大学
関東Ms 上松 遼 ウエマツリョウ 1 レンタル 一橋大学
関東Ms 衣川 浩輔 キヌガワコウスケ 1 182495 一橋大学
関東Ms 関根 桂介 セキネケイスケ 1 180911 一橋大学
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関東Ms 三浦 隆史 ミウラタカシ 1 レンタル 一橋大学
関東Ms 赤川裕貴 アカガワヒロタカ 4 レンタル 東京農工大学
関東Ms 室辰健一郎 ムロタツケンイチロウ 4 レンタル 東京農工大学
関東Ms 増川武志 マスカワタケシ 4 レンタル 東京農工大学
関東Ms 石井　岳 イシイ　ガク 2 レンタル 慶應義塾大学
関東Ms 黒田　勇人 クロタ　ハヤト　 4 158585 慶應義塾大学
関東Ms 大宮　尚貴 オオミヤ　ナオキ 2 114725 横浜国立大学
関東Ms 犬山　諒洋 イヌヤマ　アキヒロ 2 レンタル 横浜国立大学
関東Ms 藤浦　圭一 フジウラ　ケイイチ 1 161309 横浜国立大学
関東Ms 東　将央 アズマ　マサオ 1 161310 横浜国立大学
関東Ms 末続　文正 スエツグ　フミマサ 1 161311 横浜国立大学
関東Ms 中島　正治 ナカジマ　セイジ 4 168865 横浜市立大学
関東Ms 岩本　拓巳 イワモト　タクミ 4 168866 横浜市立大学
関東Ms 松尾　遼 マツオ　リョウ 2 168876 横浜市立大学
関東Ms 福田　元輝 フクダ　ゲンキ 2 168883 横浜市立大学
関東Ms 浦川　海尋 ウラカワ　ウミヒロ 2 168884 横浜市立大学
関東Ms 飯島　隼人 イイジマ　ハヤト 1 168885 横浜市立大学
関東Ms 田中　基士 タナカ　モトシ 1 158584 横浜市立大学
関東Ms 本山　翔太 モトヤマ　ショウタ 1 158588 横浜市立大学
関東Ms 中原　悠太 ナカハラ　ユウタ 1 147921 北里大学
関東Ms 藤村陸 フジムラリク 2 レンタル 早稲田大学
関東Ms 千代澤健右 チヨザワケンスケ 4 レンタル 早稲田大学
関東Ms 丸山拓 マルヤマヒラク 4 レンタル 早稲田大学
関東Ms 岩沢翔平 イワサワショウヘイ 3 レンタル 早稲田大学
関東Ms 田中大貴 タナカヒロタカ 3 レンタル 早稲田大学
関東Ms 長洲卓 ナガスタク 3 レンタル 早稲田大学
関東Ms 橋本永一 ハシモトエイイチ 3 レンタル 早稲田大学
関東Ms 横山凌静 ヨコヤマリョウセイ 3 レンタル 早稲田大学
関東Ms 尾崎弘和 オサキヒロカズ 2 レンタル 早稲田大学
関東Ms 河野浩典 コウノコウスケ 2 レンタル 早稲田大学
関東Ms 田渕稔二 タブチトシツグ 2 レンタル 早稲田大学
関東Ms 治田洋佑 ハルタヨウスケ 2 レンタル 早稲田大学
関東Ms 熊見弘一 クマミコウイチ 1 レンタル 早稲田大学
関東Ms 高橋和輝 タカハシカズキ 1 レンタル 早稲田大学
関東Ms 柳沢稜 ヤナギサワリョウ 1 レンタル 早稲田大学
関東Wｓ 根岸真衣子 ネギシマイコ 3 84026 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Wｓ 柳川梓 ヤナガワアズサ 3 161189 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Wｓ 宮田優花 ミヤタユウカ 1 84027 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Wｓ 小松陽子 コマツヨウコ 1 84808 筑波大学オリエンテーリング愛好会
関東Wｓ 細野詩穂 ホソノシホ 3 161183 茨城大学OLC
関東Wｓ 本間 安莉 ホンマ アンリ 2 169182 実践女子大学
関東Wｓ 小栁 優紀 コヤナギ ユキ 4 171816 実践女子大学
関東Wｓ 磯田 みつき イソダ ミツキ 3 157887 実践女子大学
関東Wｓ 平戸 優美 ヒラト ユミ 3 173207 実践女子大学
関東Wｓ 増田 実穂 マスダ ミホ 3 182503 実践女子大学
関東Wｓ 山岸 史佳 ヤマギシ フミカ 3 168886 実践女子大学
関東Wｓ 今井 香澄 イマイ カスミ 2 182499 実践女子大学
関東Wｓ 榎本 梨乃 エノモト リノ 2 169132 実践女子大学
関東Wｓ 横戸 歩美 ヨコト アユミ 2 182493 実践女子大学
関東Wｓ 横山 綾 ヨコヤマ アヤ 2 レンタル 実践女子大学
関東Wｓ 石井 萌子 イシイ モエコ 1 レンタル 実践女子大学
関東Wｓ 岩瀬 万実 イワセ マミ 1 182379 実践女子大学
関東Wｓ 上杉 早有美 ウエスギ サユミ 1 182385 実践女子大学
関東Wｓ 大窪 視月 オオクボ ミヅキ 1 レンタル 実践女子大学
関東Wｓ 千葉 史子 チバ フミコ 1 180912 実践女子大学
関東Wｓ 大西 晴佳 オオニシ　ハルカ 1 180791 東京農工大学
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関東Wｓ 鈴木 彩心 スズキサチ 1 180886 東京農工大学
関東Wｓ 新坂 歩 ニッサカアユミ 1 183115 東京農工大学
関東Wｓ 大塚 千夏子 オオツカチカコ 2 180473 東京農工大学
関東Wｓ 田中 麻耶 タナカマヤ 3 180792 東京農工大学
関東Wｓ 松下 未来 マツシタミキ 3 180534 東京農工大学
関東Wｓ 村上 知帆 ムラカミチホ 4 180536 東京農工大学
関東Wｓ 川野真子 カワノマコ 2 レンタル 東京農工大学
関東Wｓ 高田奈緒 タカダナオ 1 182384 東京医科歯科大学
関東Wｓ 伊東　瑠実子イトウ　ルミコ 1 412476 東京大学
関東Wｓ 佐藤　望 サトウ　ノゾミ 2 173327 十文字学園女子大学
関東Wｓ 板倉　理夏 イタクラ　アヤカ 2 169193 十文字学園女子大学
関東Wｓ 倉田　美知子クラタ　ミチコ 4 140870 千葉大OLC
関東Wｓ 政田　海来 マサダ　ミライ 4 169979 千葉大OLC
関東Wｓ 岡　礼華 オカ　アヤカ 2 169235 千葉大OLC
関東Wｓ 坂田　恵理 サカタ　エリ 2 161122 千葉大OLC
関東Wｓ 武居　礼夏 タケイ　レイカ 2 140822 千葉大OLC
関東Wｓ 四元　理香子ヨツモト　リカコ 2 169234 千葉大OLC
関東Wｓ 田畑　柚紀子タバタ　ユキコ 1 169237 千葉大OLC
関東Wｓ 萩原　夏生 ハギワラ　ナツキ 1 150107 千葉大OLC
関東Wｓ 平井　はるな ヒライ　ハルナ 1 169954 千葉大OLC
関東Wｓ 井上 望 イノウエノゾミ 1 182382 一橋大学
関東Wｓ 宮川　早穂 ミヤカワ　サホ 1 183164 立教大学
関東Wｓ 大橋　朋未 オオハシ　トモミ 2 レンタル 日本女子大学
関東Wｓ 市之瀬　春佳イチノセ　ハルカ 3 レンタル 日本女子大学
関東Wｓ 飯塚　爽子 イイヅカ　ソウコ 2 レンタル 日本女子大学
関東Wｓ 早野　智音 ハヤノ　トモネ 1 レンタル 日本女子大学
関東Wｓ 田村美香 タムラミカ 2 169129 津田塾大学
関東Wｓ 小泉佳織 コイズミカオリ 4 157901 津田塾大学
関東Wｓ 増山友理子 マスヤマユリコ 3 157885 津田塾大学
関東Wｓ 犬塚千尋 イヌヅカチヒロ 3 レンタル 津田塾大学
関東Wｓ 秋吉美里 アキヨシミサト 3 レンタル 津田塾大学
関東Wｓ 山口遼子 ヤマグチリョウコ 2 182490 津田塾大学
関東Wｓ 平柳陽菜 ヒラヤナギハルナ 1 182491 津田塾大学
関東Wｓ 有賀奈津美 アリガナツミ 1 182604 津田塾大学
関東Wｓ 海福朋子 カイフクトモコ 1 182603 津田塾大学
関東Wｓ 黒木結花 クロキユカ 1 レンタル 津田塾大学
関東Wｓ 芦澤　咲子 アシザワ　サキコ 4 161307 相模女子大学
関東Wｓ 岩崎　彩香 イワサキ　サヤカ 3 168861 相模女子大学
関東Wｓ 清水　花菜 シミズ　カナ 2 168863 相模女子大学
関東Wｓ 大貫　芙見佳オオヌキ　フミカ 1 168864 相模女子大学
関東Wｓ 冨家　遼子 トミイエ　リョウコ 3 168874 横浜市立大学
関東Wｓ 大河内　恵美オオコウチ　エミ 3 158586 横浜市立大学
関東Wｓ 千明　瑞希 チギラ　ミズキ 2 168875 横浜市立大学
関東Wｓ 稲毛　日菜子　イナゲ　ヒナコ　 2 169131 お茶の水女子大学
関東Wｓ 田中　千晶 タナカ　チアキ 3 183163 お茶の水女子大学
関東Wｓ 小山　奈月 コヤマ　ナツキ 1 レンタル お茶の水女子大学
関東Wｓ 新井　智夏 アライ　チナツ 1 レンタル お茶の水女子大学
関東Wｓ 山田陽子 ヤマダヨウコ 2 レンタル 早稲田大学
関東Wｓ 渡邉彩子 ワタナベアヤコ 2 レンタル 早稲田大学
北東Ms 樋口広樹 ヒグチコウキ 2 レンタル 岩手県立大学OLC
北東Ms 遠藤桃希 エンドウモモキ 1 レンタル 岩手県立大学OLC
北東Ms 田村崇明 タムラタカアキ 1 171693 東北大ＯＬＣ
北東Ms 藤橋涼 フジハシリョウ 1 171736 東北大ＯＬＣ
北東Ms 杉村俊輔 スギムラシュンスケ 2 161242 東北大ＯＬＣ
北東Ms 中村憲 ナカムラケン 4 411322 東北大ＯＬＣ
北東Ms 橋場良太 ハシバリョウタ 1 レンタル 東北大ＯＬＣ



参加クラス 氏名 フリガナ 登録年 E-card No. 所属
北東Ms 田村直登 タムラナオト 4 412629 東北大ＯＬＣ
北東Ms 新野純平 ニイノジュンペイ 3 157832 東北大ＯＬＣ
北東Ms 関淳 セキアツシ 3 412165 東北大ＯＬＣ
北東Ms 石井亘 イシイワタル 4 411164 東北大ＯＬＣ
北東Ms 折原行希 オリハラユウキ 2 161222 東北大ＯＬＣ
北東Ms 高橋恒二 タカハシコウジ 4 411082 東北大ＯＬＣ
北東Ms 齋藤遼一 サイトウリョウイチ 4 412184 東北大ＯＬＣ
北東Ms 山田康太 ヤマダコウタ 1 171726 東北大ＯＬＣ
北東Ms 五十嵐悠 イガラシユウ 2 161233 東北大ＯＬＣ
北東Ms 富田航 トミタワタル 1 レンタル 東北大ＯＬＣ
北東Ms 原田龍馬 ハラダリョウマ 1 171711 東北大ＯＬＣ
北東Ms 春原広河 スノハラコウガ 1 171692 東北大ＯＬＣ
北東Ms 鈴木祥太 スズキショウタ 1 171665 東北大ＯＬＣ
北東Ms 後藤優輝 ゴトウユウキ 1 171620 東北大ＯＬＣ
北東Ms 番場葵 バンバアオイ 1 171722 東北大ＯＬＣ
北東Ms 猪倉陸 イノクラリク 1 171591 東北大ＯＬＣ
北東Ms 平井伸治 ヒライシンジ 1 171723 東北大ＯＬＣ
北東Ms 町田直樹 マチダナオキ 1 171801 東北大ＯＬＣ
北東Ms 齋藤健太朗 サイトウケンタロウ 1 171813 東北大ＯＬＣ
北東Ms 阿部一樹 アベカズキ 3 157833 東北大ＯＬＣ
北東Ms 井鍋寛伸 イナベヒロノブ 2 161239 東北大ＯＬＣ
北東Ms 見目裕之 ケンモクヒロユキ 3 157837 東北大ＯＬＣ
北東Ms 五月女貴平 ソオトメタカヒラ 2 161238 東北大ＯＬＣ
北東Ms 渡邉祐司 ワタナベユウシ 2 161235 東北大ＯＬＣ
北東Ms 稲垣湧斗 イナガキユウト 2 161254 東北大ＯＬＣ
北東Ms 内山将一 ウチヤマショウイチ 4 410194 東北大ＯＬＣ
北東Ms 西本昌史 ニシモトマサシ 2 161232 東北大ＯＬＣ
北東Ms 大川貴聖 オオカワタカアキ 1 171604 東北大ＯＬＣ
北東Ms 竹田良弘 タケダヨシヒロ 2 161248 東北大ＯＬＣ
北東Ms 赤尾津翔大 アカオツショウタ 2 161226 東北大ＯＬＣ
北東Ms 坂田真 サカタシン 1 171663 東北大ＯＬＣ
北東Ms 青木飛翔 アオキツバサ 1 171580 東北大ＯＬＣ
北東Ms 佐藤雄太郎 サトウユウタロウ 1 149220 東北大ＯＬＣ
北東Ms 橋本英明 ハシモトヒデアキ 3 411090 東北大ＯＬＣ
北東Ms 舘山大輝 タテヤマダイキ 2 161237 東北大ＯＬＣ
北東Ms 佐藤大典 サトウヒロノリ 3 411158 東北大ＯＬＣ
北東Ms 鎗山純 ヤリヤマスナオ 2 レンタル 東北大ＯＬＣ
北東Ms 宮西優太郎 ミヤニシユウタロウ 1 171749 東北大ＯＬＣ
北東Ms 相場高平 アイバコウヘイ 2 161236 東北大ＯＬＣ
北東Ms 前田卓哉 マエダタクヤ 2 161243 東北大ＯＬＣ
北東Ms 高橋亮 タカハシリョウ 3 412641 東北大ＯＬＣ
北東Ms 阿部稜 アベリョウ 1 171581 東北大ＯＬＣ
北東Ms 菅野敬雅 カンノタカマサ 3 412186 東北大ＯＬＣ
北東Ms 小林洋平 コバヤシヨウヘイ 3 412166 東北大ＯＬＣ
北東Ms 綱嶋俊一 ツナジマシュンイチ 3 157840 東北大ＯＬＣ
北東Ms 佐々木裕一 ササキユウイチ 1 171664 東北大ＯＬＣ
北東Ms 嵯峨駿佑 サガシュンスケ 4 レンタル 東北大ＯＬＣ
北東Ms 門口昌宣 モングチマサノリ 2 161245 東北大ＯＬＣ
北東Ms 齋藤真 サイトウシン 1 171621 東北大ＯＬＣ
北東Ms 重田 泰広 シゲタ　ヤスヒロ 4 レンタル 北海道大学オリエンテーリング部
北東Ms 柏樹 彬広 カシワギ　アキヒロ 4 レンタル 北海道大学オリエンテーリング部
北東Ms 青木 洸則 アオキ　ヒロノリ 2 レンタル 北海道大学オリエンテーリング部
北東Ms 内山 三晴 ウチヤマ　ミハル 2 レンタル 北海道大学オリエンテーリング部
北東Ms 昆野 郁 コンノ　カオル 2 レンタル 北海道大学オリエンテーリング部
北東Ms 松本 佳也 マツモト　ケイヤ 2 レンタル 北海道大学オリエンテーリング部
北東Ms 岸 祥太郎 キシ　ショウタロウ 1 レンタル 北海道大学オリエンテーリング部



参加クラス 氏名 フリガナ 登録年 E-card No. 所属
北東Ms 依田 健志 ヨダ ケンジ 3 レンタル 福島大OLC
北東Ms 菅波 拓馬 スガナミ タクマ 2 レンタル 福島大OLC
北東Ms 三浦 孝之 ミウラ タカユキ 1 レンタル 福島大OLC
北東Ms 丹羽　一輝 ニワ　カズキ 3 180554 岩手大学
北東Ms 山内　司 ヤマウチ　ツカサ 3 161215 岩手大学
北東Ms 宮林　周平 ミヤバヤシ　シュウヘイ 3 180541 岩手大学
北東Ms 小向　和希 コムカイ　カズキ 2 171710 岩手大学
北東Ms 花水　康一郎ハナミズ　コウイチロウ 2 171605 岩手大学
北東Ms 川崎　壮人 カワサキ　アキト 2 171603 岩手大学
北東Ms 髙橋　勇矢 タカハシ　ユウヤ 1 171800 岩手大学
北東Ms 高橋　稔弥 タカハシ　トシヤ 1 171596 岩手大学
北東Ms 阿保　光芳 アボ　ミツヨシ 1 173281 岩手大学
北東Ms 金野　隼希 コンノ　ジュンキ 1 171734 岩手大学
北東Ms 佐々木　克海ササキ　カツミ 1 171606 岩手大学
北東Ms 藤田　宇 フジタ　ヒロム 1 147881 岩手大学
北東Ms 石澤　衛 イシザワ　マモル 1 147885 岩手大学
北東Ms 飯田　和男 イイダ　カズオ 1 147891 岩手大学
北東Ms 横山　智裕 ヨコヤマ　トモヒロ 1 147889 岩手大学
北東Wｓ 田村佳菜子 タムラカナコ 4 129980 岩手県立大学OLC
北東Wｓ 藤澤優 フジサワユウ 2 レンタル 岩手県立大学OLC
北東Wｓ 氏家円佳 ウジイエマドカ 1 レンタル 岩手県立大学OLC
北東Wｓ 齋藤菜津美 サイトウナツミ 2 171672 宮城学院女子大学OLC
北東Wｓ 宮恵美 ミヤメグミ 4 412647 宮城学院女子大学OLC
北東Wｓ 幸谷奈津美 コウヤナツミ 4 412649 宮城学院女子大学OLC
北東Wｓ 八柳悠香 ヤツヤナギユカ 4 122738 宮城学院女子大学OLC
北東Wｓ 菊池健美 キクチタケミ 1 レンタル 宮城学院女子大学OLC
北東Wｓ 上野優 ウエノユウ 1 レンタル 宮城学院女子大学OLC
北東Wｓ 青木佳世 アオキカヨ 4 411429 東北大ＯＬＣ
北東Wｓ 中村聖美 ナカムラサトミ 3 410129 東北大ＯＬＣ
北東Wｓ 葭葉歩未 ヨシバサトミ 1 171725 東北大ＯＬＣ
北東Wｓ 平方遥子 ヒラカタヨウコ 4 411214 東北大ＯＬＣ
北東Wｓ 沢田慧 サワダケイ 3 412633 東北大ＯＬＣ
北東Wｓ 堀口奈保 ホリグチナホ 3 412634 東北大ＯＬＣ
北東Wｓ 菅野 美里 カンノ ミサト 2 レンタル 福島大OLC
北東Wｓ 高橋　美誉 タカハシ　ミエ 3 180556 岩手大学
北東Wｓ 關　明日香 セキ　アスカ 3 180895 岩手大学
北東Wｓ 多田　智美 タダ　トモミ 2 171707 岩手大学
北東Wｓ 小野　萌 オノ　メグミ 2 171595 岩手大学
北東Wｓ 松田　沙也加マツダ　サヤカ 1 147882 岩手大学

WA 福吉　桜子 フクヨシ　サクラコ 3 150124 十文字学園女子大学
WA 井原　梨衣奈イハラ　リイナ 1 レンタル 日本女子大学
MsC 赤坂 太郎 アカサカ タロウ レンタル
MsC 坪居　大介 ツボイ　ダイスケ レンタル つばめ会
MsC 山川 登 ヤマカワ ノボル 183075 桐朋IK
MsC 柴沼 健 シバヌマ ケン 147934 桐朋IK
MsC 長井 健太 ナガイ ケンタ 114991 桐朋IK
MsC 小山清 コヤマキヨシ レンタル 京葉ＯＬクラブ
MsC 山上　大智 ヤマガミ　ダイチ 173176 東大OB
MsC 森川正己 もりかわまさみ 172471 外濠之会
MsC 八神遥介 ヤガミヨウスケ レンタル インカレ実行委員会
MsC 佐藤悠太 サトウユウタ 407538 東北大ＯＬＣ
MsC 西名慧史 ニシナケイシ 139816 ときわ走林会
MsC 近藤準 コンドウジュン 139817 六国会
MsC 大久保 浩幸 オオクボ ヒロユキ レンタル 福島大OLC
MsC 菅野 仁美 カンノ ヒトミ レンタル 福島大OLC
MsC 大木　孝 オオキ　タカシ 157881 みちの会



参加クラス 氏名 フリガナ 登録年 E-card No. 所属
MsC 太田貴大 オオタタカヒロ 407258 みちの会
MsC 石塚 脩之 イシヅカ ユウスケ 410073 横浜OLクラブ
WsC 伊東博司 イトウ　ヒロシ 412475 広島ＯＬＣ
WsC 久保田　宏彰クボタ　ヒロアキ 412181 福島OLC
WsC 花木睦子 ハナキムツコ 412130 鳩の会
WsC 津田 春菜 ツダ ハルナ レンタル 鳩の会
MAC 長友武司 ナガトモタケシ レンタル 千葉ＯＬＫ
MAC 岡本　隆之 オカモト　タカユキ 412132 ＯＬＰ兵庫
WAC 長友美子 ナガトモヨシコ 82571 千葉ＯＬＫ


