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10:30 坂口　祐生 大阪1 レンタル 10:31 中井　みのり 京都女子1 レンタル
10:32 福井　直樹 大阪1 レンタル 10:35 岩田　瑞季 京都女子3 レンタル
10:34 幸原　朋広 大阪4 レンタル 10:39 坂井　あんず 京都1 レンタル
10:36 伊藤　奎梧 京都1 レンタル 10:43 井川　美紅 奈良女子1 レンタル
10:38 石川　和貴 立命館4 139391 マイカード 10:47 三輪　琴実 奈良女子1 レンタル
10:40 高椋　章太 大阪1 レンタル 10:51 樋口　みゆき 奈良女子1 レンタル
10:42 中村　陽二 京都1 レンタル 10:55 藤ノ井　愛 帝塚山1 レンタル
10:44 中村　親治 立命館4 139392 マイカード 10:59 藤原　愛 奈良女子2 レンタル
10:46 大北　浩也 京都1 レンタル 11:03 西谷　佳菜 京都女子3 76880 マイカード
10:48 松矢　將太郎 京都4 64175 マイカード 11:07 木村　友香 京都女子3 レンタル
10:50 河野　瑛 立命館1 139810 マイカード 11:11 石川　実起 奈良女子2 レンタル
10:52 杦田　士郎 大阪1 レンタル 11:15 江角　友美 奈良女子1 レンタル
10:54 藤田　純也 京都4 64156 マイカード 11:19 三沢　佑理 立命館1 139813 マイカード
10:56 野川　裕一朗 大阪1 レンタル 11:23 田嶋　允貴 奈良女子2 レンタル
10:58 藤田　奨也 京都1 レンタル 11:27 井川　慧美 奈良女子1 レンタル
11:00 福田　雄希 京都3 64152 マイカード 11:31 中村　あすか 京都女子3 レンタル
11:02 津高　剛 大阪1 レンタル 11:35 伊藤　充紀 奈良女子1 レンタル
11:04 宇都宮　圭 京都4 64173 マイカード 11:39 児玉　みなと 京都1 レンタル
11:06 和田　洋介 京都2 64000 マイカード 11:43 水野　志織 奈良女子3 レンタル
11:08 山下　智弘 京都3 64155 マイカード
11:10 伴　毅 京都3 64150 マイカード
11:12 白波瀬　ゆう 立命館1 139811 マイカード
11:14 水藤　拓人 京都2 64017 マイカード
11:16 渡辺　拓也 京都3 64146 マイカード
11:18 浦川　貴広 京都4 64178 マイカード
11:20 宮本　佳記 京都4 64191 マイカード
11:22 川端　真彰 立命館3 139808 マイカード
11:24 四辻　明洋 大阪3 レンタル
11:26 三輪　幸寛 京都2 レンタル
11:28 小倉　暢 京都1 レンタル
11:30 岡本　耀平 京都2 64035 マイカード
11:32 門脇　駿 立命館3 139809 マイカード
11:34 倉本　竜太 京都1 レンタル
11:36 堀　裕多 大阪1 レンタル
11:38 小笠原　雄 京都3 77027 マイカード
11:40 寺田　啓介 京都2 76882 マイカード
11:42 中島　基之 京都3 64141 マイカード
11:44 登倉　章仁 立命館2 レンタル
11:46 鈴木　蒼 京都1 レンタル
11:48 小林　篤司 京都4 64172 マイカード
11:50 中津留　聡士 京都3 64136 マイカード
11:52 笠原　朋樹 関西1 レンタル
11:54 松尾　遼 京都2 レンタル
11:56 島本　拓実 京都2 64064 マイカード
11:58 坪井　嘉広 立命館1 139812 マイカード
12:00 市脇　翔平 京都4 64176 マイカード

13:15
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12:16 浅利　直宏 名大OLC レンタル 12:16 柴田　喜一 つるまいOLC 409786 マイカード

12:17 後藤　陽一 朱雀OK レンタル 12:17 魚住　詩織 椙山女学園大学OLC 154990 マイカード

12:18 奥村　理也 ウルトラクラブ 401574 マイカード 12:18 加地　優介 大阪電気通信大学 河合研究室 レンタル

12:19 上田　浩嗣 Team Heart Golds 411089 12:19 山下　拓郎 京都大学 レンタル

12:20 福居　宏大 京都大学 レンタル 12:20 辻村　修 コンターズ レンタル

12:21 出口　真之 名大OLC レンタル 12:21 小島　優 椙山女学園大学OLC 154911 マイカード

12:22 大村　拓磨 名大OLC 150064 マイカード 12:22 塚田　元朗 京都府 レンタル

12:23 鹿野　勘次 個人（岐阜県） 157398 マイカード 12:23 御勢　健二 豊中OLC レンタル

12:24 西村　徳真 京都府 レンタル 12:24 辻村　紀子 コンターズ レンタル

12:25 小澤　宏紀 名大OLC 146909 マイカード 12:25 城森　博幸 ＯＬＰ兵庫 407533 マイカード

12:26 阪本　博 大阪OLC 409812 マイカード 12:26 前田　春正 ＫＯＬＡ 488135 マイカード

12:27 寺村　大 滋賀県 84298 マイカード 12:27 笠井　泰自 大阪OLC 488134 マイカード

12:28 市川　雄一朗 外大OB レンタル 12:28 北川　達也 ＯＬＣふるはうす レンタル

12:29 深川　陽平 京都府 レンタル 12:29 岸本　矢誉衣 GWG レンタル

12:30 宮崎　敦司 （無所属） 79414 マイカード 12:30 松本　知佐子 朱雀ＯＫ 146766 マイカード

12:31 菅谷　裕志 名大OLC 92848 マイカード 12:31 四宮　寿美子 豊中OLC レンタル

12:32 稲田　元樹 滋賀県 レンタル 12:32 井垣　成量 京都府 レンタル

12:33 半田　博子 博多OLC レンタル 12:33 岩瀬　龍司 大阪電気通信大学 河合研究室 レンタル

12:34 市橋　国之 京都府 レンタル 12:34 北川　仁美 ＯＬＣふるはうす レンタル

12:35 岸本　誠之 GWG レンタル 12:35 谷本　真秀 大阪電気通信大学 河合研究室 レンタル

12:36 内田　亘紀 名大PAL'ｓ 146682 マイカード 12:36 野瀬　樹 京都女子大学 レンタル

12:37 松井　健哉 滋賀県 122302 マイカード 12:37 小嶋　裕 大阪OLC レンタル

12:38 阿部　昌隆 東京ＯＬクラブ 76959 マイカード 12:38 加堂　明 大阪電気通信大学 河合研究室 レンタル

12:39 金谷　敏行 京都府 レンタル 12:39 河合　利幸 OLCレオ レンタル

12:40 三善　研吾 名大OLC 146686 マイカード 12:40 加納　秀明 大阪電気通信大学 河合研究室 レンタル

12:41 宮田　敏雄 松阪OLC 71175 マイカード 12:41 磯部　貞夫 ＯＬＰ兵庫 412620
12:42 梅本　匠 滋賀県 レンタル 12:42 中川　美哉 つばき レンタル

12:43 瀧本　拓央 名大OLC 122308 マイカード 12:43 長瀬　朋子 つるまいOLC 479317 マイカード

12:44 小山　俊洋 京都府 レンタル 12:44 古川　勝美 京都府 レンタル
12:45 沢　厚太朗 名大OLC 146690 マイカード 12:45 vacant
12:46 内田　潔 無所属 407423 マイカード 12:46 近藤　義弘 京都府 レンタル
12:47 玉木　圭介 滋賀県 レンタル 12:47 vacant
12:48 小野田　剛太 OLCルーパー 64097 マイカード 12:48 久保　喜正 京都府 レンタル
12:49 棚山　研 京都府 レンタル
12:50 vacant
12:51 細川　知希 名大OLC 155057 マイカード

12:52 平島　俊次 滋賀県 レンタル

12:53 半田　太郎 博多OLC レンタル

12:54 山里　将史 京都府 レンタル

12:55 谷　祐樹 名大OLC 122294 マイカード

12:56 小西　宏 大阪OLC 410164 マイカード

12:57 布施　匡也 滋賀県 146915 マイカード

12:58 渡仲　祥太 名大OLC 157413 マイカード

12:59 小野田　敦 京都府 レンタル

13:00 吉富　哲志 名大OLC 146684 マイカード

13:01 池田　俊彦 つるまいＯＬＣ レンタル

13:02 土屋　周史 滋賀県 レンタル

13:03 仲田　貴幸 ＯＬＣふるはうす 488192
13:04 vacant
13:05 鵜瀬　和秀 名大OLC 146910 マイカード

13:06 石黒　文康 夜酔会 64197 マイカード

13:07 大島　健一 滋賀県 レンタル

13:08 辻村　歩 OLCふるはうす レンタル

13:09 山田　剛 京都府 レンタル

13:10 石原　孝彦 大阪OLC レンタル

13:11 木村　洋介 大阪OLC 487892 マイカード

13:12 中川　晃孝 滋賀県 150061 マイカード

13:13 大林　俊彦 大阪ＯＬＣ 140820 マイカード

13:14 入谷　健元 京都府 レンタル

13:15 吉野　信 みやこOLC レンタル
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