
・シード選手は下線を施しています。

・この度は本大会にお申込み頂き、ありがとうございます。

・誤りなどお気づきの点がございましたら、お手数ですが下記E-mailアドレスまでご連絡下さい。

・■重要■  MF/WFクラス出走の方へ

  MF/WFクラス出走者のみで誘導を辿る可能性があります。
予め誘導方法について、 各大学でご指導をお願いいたします。

連絡先 (本大会実行委員会) ： 2015kansai.ic@gmail.com

スタート
時刻

ゼッケン
番号

お名前(敬称略) ふりがな 所属 E-card

11:00 101 平原 誉士 ひらはら たかし 京都大学2 レンタル
11:03 102 糸井川 壮大 いといがわ あきひろ 京都大学4 64057
11:06 103 五百倉 大輔 いおくら だいすけ 京都大学4 150073
11:09 104 小野 真嗣 おの まさつぐ 京都大学4 114668
11:12 105 伊藤 陵 いとう りょう 京都大学4 レンタル
11:15 106 松本 萌希 まつもと もえき 京都大学1 147926
11:16 107 柏本 雄士朗 かしもと ゆうじろう 大阪大学3 210067
11:17 108 小池 裕介 こいけ ゆうすけ 大阪大学2 210065
11:18 109 伊藤 悠葵 いとう ゆうき 大阪大学4 196077
11:19 110 森田 椋也 もりた りょうや 京都大学2 レンタル
11:20 111 築地 孝和 ちくち のりやす 神戸大学3 196100
11:21 112 浅井 迅馬 あさい はやま 京都大学3 レンタル
11:22 113 牧内 佑介 まきうち ゆうすけ 京都大学3 レンタル
11:23 114 佐藤 真悟 さとう しんご 大阪大学3 195991
11:24 115 松島 真之 まつしま まさゆき 京都大学4 レンタル
11:25 116 加茂 暢也 かも のぶや 京都大学2 レンタル

平成27年6月15日

2015年度日本学生オリエンテーリング選手権大会

関西学連ロングセレ 兼 関西インカレ
ロングディスタンス競技部門 関西地区代表選考会

<   スタートリスト   >

ME

1   /  5



11:26 117 矢野 峻平 やの しゅんぺい 大阪大学2 210000
11:27 118 実藤 俊太 じっとう しゅんた 京都大学3 114688
11:28 119 越智 純毅 おち じゅんき 京都大学2 レンタル
11:29 120 緒方 空人 おがた ひろと 大阪大学2 209999
11:30 121 杉田 愼之助 すぎた しんのすけ 大阪大学4 196080
11:31 122 中西 祐樹 なかにし ゆうき 京都大学2 レンタル
11:32 123 福井 智也 ふくい ともや 大阪大学2 210039
11:33 124 葛野 力 くずの りき 京都大学3 114685
11:34 125 芦原 和樹 あしはら かずき 大阪大学2 209771
11:35 126 近藤 恭一郎 こんどう きょういちろう 京都大学2 レンタル
11:36 127 小川 丈彰 おがわ たけあき 大阪大学4 196075
11:37 128 太田 裕士 おおた ゆうじ 京都大学4 レンタル
11:38 129 濱田 佑 はまだ ゆう 京都大学4 114679
11:39 130 竹内 孝 たけうち たかし 京都大学3 レンタル
11:40 131 松田 伸拓 まつだ のぶひろ 大阪大学2 209686
11:41 132 秋山 周平 あきやま しゅうへい 大阪大学3 196084
11:42 133 執行 雄樹 しぎょう ゆうき 大阪大学2 209770
11:43 134 森下 浩行 もりした ひろゆき 大阪大学3 196076
11:44 135 山森 聡 やまもり さとし 京都大学2 レンタル
11:45 136 仲田 宗平 なかだ しゅうへい 大阪大学4 196079
11:46 137 土川 翔伍 つちかわ しょうご 京都大学3 レンタル
11:47 138 唐崎 準也 からさき じゅんや 京都大学2 レンタル
11:48 139 石田 洋 いしだ ひろし 大阪大学4 196087
11:49 140 石川 智之 いしかわ ともゆき 大阪大学4 196074
11:50 141 近藤 吉史 こんどう よしふみ 大阪大学2 209685
11:51 142 藤原 秀人 ふじわら ひでと 大阪大学2 210042
11:52 143 福島 太陽 ふくしま ひろあき 京都大学2 レンタル
11:53 144 続木 敬大 つづき たかひろ 京都大学2 レンタル
11:54 145 魚里 文彦 うおざと ふみひこ 京都大学2 レンタル
11:55 146 木村 雄大 きむら たけひろ 大阪大学4 196052
11:56 147 天野 良樹 あまの よしき 京都大学3 レンタル
11:57 148 笠間 悠輔 かさま ゆうすけ 京都大学4 レンタル
11:58 149 岩城 大行 いわき ひろゆき 大阪大学2 210038
11:59 150 松井 俊樹 まつい としき 京都大学4 レンタル
12:00 151 北川 太一 きたがわ たいち 神戸市外国語大学4 210028
12:01 152 中村 哲 なかむら てつ 京都大学2 レンタル
12:02 153 柴田 龍一 しばた りゅういち 大阪大学2 210064
12:03 154 松浦 知佑 まつうら ともすけ 大阪大学3 209998
12:04 155 永山 貴之 ながやま たかゆき 京都大学2 レンタル
12:05 156 鳥越 祥吾 とりごえ しょうご 京都大学2 レンタル
12:06 157 石橋 亮 いしばし りょう 京都大学2 レンタル
12:07 158 朝野 椋太 あさの りょうた 京都大学4 114673
12:08 159 清川 裕樹 きよかわ ゆうき 大阪大学2 209684
12:09 160 廣田 幸起 ひろた こうき 大阪大学2 210066
12:10 161 瀬尾 峻汰 せお しゅんた 京都大学3 レンタル
12:11 162 橋本 修志 はしもと しゅうじ 京都大学3 114676
12:12 163 桜井 創 さくらい そう 大阪大学4 196081
12:13 164 岡部 晋佑 おかべ しんすけ 大阪大学4 196083
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スタート
時刻

ゼッケン
番号

お名前(敬称略) ふりがな 所属 E-card

11:00 201 阿部 ちひろ あべ ちひろ 大阪大学4 196051
11:03 202 佐藤 寛子 さとう ひろこ 京都女子大学2 210034
11:06 203 高橋 佳代 たかはし かよ 奈良女子大学4 レンタル
11:09 204 竹川 和佳子 たけかわ わかこ 京都大学2 レンタル
11:12 205 郷田 侑希 ごうた ゆうき 奈良女子大学4 レンタル
11:15 206 杉原 未奈 すぎはら みな 奈良女子大学2 レンタル
11:18 207 瀧澤 明希 たきざわ あき 京都大学2 レンタル
11:21 208 秋山 里桜子 あきやま りおこ 奈良女子大学3 レンタル
11:24 209 青島 千映里 あおしま ちえり 京都女子大学2 210006
11:27 210 石野 陽子 いしの ようこ 京都大学3 レンタル
11:30 211 下川 千晴 しもかわ ちはる 奈良女子大学4 レンタル
11:33 212 東又 みのり ひがしまた みのり 京都女子大学3 209682
11:36 213 上良 智子 ころ ともこ 京都大学2 レンタル
11:39 214 尾山 理子 おやま さとこ 京都女子大学2 210007
11:42 215 増田 美穂子 ますだ みほこ 奈良女子大学4 レンタル
11:45 216 平渡 友里 ひらわたし ゆり 奈良女子大学3 レンタル
11:48 217 佐藤 恵那 さとう えな 奈良女子大学2 レンタル
11:51 218 燈田 真佑子 とうだ まゆこ 奈良女子大学2 レンタル
11:54 219 坂田 真帆 さかた まほ 京都女子大学2 210033
11:57 220 野田 桃子 のだ ももこ 大阪大学3 209769
12:00 221 山口 仁実 やまぐち ひとみ 奈良女子大学2 レンタル
12:03 222 吉田 有希 よしだ ゆき 京都女子大学3 210035
12:06 223 鮫島 佳奈 さめしま かな 京都大学2 レンタル
12:09 224 山田 祐理子 やまだ ゆりこ 奈良女子大学3 210040
12:12 225 帯金 未歩 おびかね みほ 大阪大学3 196093
12:15 226 高橋 理恵 たかはし りえ 奈良女子大学4 レンタル
12:18 227 大野 真由莉 おおの まゆり 奈良女子大学2 レンタル
12:21 228 井上 佳南 いのうえ かなみ 奈良女子大学3 レンタル
12:24 229 稗田 緑 ひえだ みどり 京都女子大学2 199261
12:27 230 安永 悦世 やすなが えつよ 奈良女子大学2 レンタル
12:30 231 番匠 遥 ばんじょう はるか 京都女子大学3 209767
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付録・ICL関西セレ参加者推移

2010@青山

2011@大柳生

2012@嶽山

2013@青山

2014@嶽山

2015@青山

MO,WO 合計参加者は半減するも、

ME,WE クラスは今年度も引き続き堅調に増加。
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  ※  ご希望の方は、輸送車をご利用いただけます。
  ※  輸送車の会場出発時刻は、当日確定します。

スタート
時刻

輸送車
推奨便

お名前(敬称略) ふりがな 所属 E-card

12:40 7 金谷 敏行 かなや としゆき 朱雀OK レンタル
12:41 7 堀 裕多 ほり ゆうた 阪大OB 196071
12:42 7 津高 剛 つだか たけし 生命物理化学領域 レンタル
12:43 7 奥村 理也 おくむら みちや OLC吉備路 401574
12:44 7 畝林 誠 うねばやし まこと 金沢メタ坊～ず レンタル
12:45 7 片山 雅之 かたやま まさゆき OLP兵庫 レンタル
12:46 8 幸原 朋広 こうはら ともひろ みやこOLC 196056
12:47 8 赤坂 太郎 あかさか たろう 東京都東大和市 レンタル
12:48 8 坂口 祐生 さかぐち ゆうき 青波走行会 196114
12:49 8 笠原 朋樹 かさはら ともき 緑桜会 レンタル
12:50 8 松尾 遼 まつお りょう 京大OB レンタル
12:51 8 杦田 士郎 すぎた しろう 緑外会 レンタル
12:52 9 井上 裕介 いのうえ ゆうすけ 金澤或る辺くらぶ レンタル
12:53 9 市脇 翔平 いちわき  しょうへい 紅萠会 レンタル
12:54 9 小暮 喜代志 こぐれ きよし 朱雀OK 161046
12:55 9 松澤 俊行 まつざわ としゆき 松塾 レンタル
12:56 10 中村 貴史 なかむら たかし 大阪市立大学OB 82540
12:57 10 大林 俊彦 おおばやし としひこ 大阪OLC 173280
12:58 10 内藤 愉孝 ないとう ゆたか 浜松OLC 401958
12:59 10 福井 直樹 ふくい なおき 緑外会 196070
13:00 10 倉本 竜太 くらもと りゅうた 京都OLC レンタル

  ※  ご希望の方は、輸送車をご利用いただけます。
  ※  輸送車の会場出発時刻は、当日確定します。

スタート
時刻

輸送車
推奨便

お名前(敬称略) ふりがな 所属 E-card

12:49 8 井手 恵理子 いで えりこ 朱雀OK 64158
12:50 8 北川  仁美 きたがわ ひとみ OLCふるはうす レンタル
12:51 8 稲垣 完 いながき たもつ - レンタル
12:52 9 吉野 信 よしの まこと みやこOLC レンタル
12:53 9 北川  達也 きたがわ たつや OLCふるはうす レンタル
12:54 9 磯部 貞夫 いそべ さだお OLP兵庫 148328
12:55 9 辻村 修 つじむら おさむ コンターズ レンタル
12:56 9 石原 孝彦 いしはら たかひこ 大阪OLC レンタル
12:57 10 阪本 博 さかもと  ひろし 大阪OLC レンタル
12:58 10 河合 利幸 かわい としゆき OLCレオ レンタル
12:59 10 西村 淳史 にしむら あつし 大阪OLC 85324
13:00 10 高橋 摩帆 たかはし まほ 朱雀OK レンタル

ME WE MO WO MF WF
2010@青山 27 6 53 38 16 6
011@大柳 31 13 29 27 18 3
2012@嶽山 40 21 19 33 33 7
2013@青山 56 18 36 35 24 5
2014@嶽山 53 25 40 17 40 19
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2015@青山 64 31 21 12 17 20

※本クラスの事前扱いお申し込みは終了しました。
  当日扱いで、大会当日のお申し込みも承ります。
  事前に当日申込希望者情報(お名前、ふりがな、所属、E-card)をご連絡頂ければ幸いです。

スタート
時刻

輸送車
指定便

お名前(敬称略) ふりがな 所属 E-card 輸送車
出発時刻

11:01 1 尾崎 涼太 おざき りょうた 大阪大学1 レンタル 9:45
11:04 1 山田 将輝 やまだ まさき 京都大学1 レンタル 9:45
11:07 1 皆川 竣祐 みながわ しゅんすけ 京都大学1 レンタル 9:45
11:10 1 遠藤 匠真 えんどう しょうま 大阪大学1 レンタル 9:45
11:13 1 石田 悠人 いしだ ゆうと 大阪大学1 レンタル 9:45
11:16 2 今村 洸輔 いまむら こうすけ 京都大学1 レンタル 9:59
11:19 2 深田 耕司 ふかだ こうじ 大阪大学1 210072 9:59
11:22 2 吉原 幸輝 よしはら こうき 大阪大学1 レンタル 9:59
11:25 2 イ ジュンヒ い じゅんひ 大阪大学1 210008 9:59
11:28 3 楠山 直征 くすやま なおゆき 京都大学1 レンタル 10:13
11:31 3 田中 創 たなか そう 大阪大学1 210069 10:13
11:34 3 佐藤 和真 さとう かずま 神戸大学1 レンタル 10:13
11:37 3 蒲原 純 かもはら じゅん 大阪大学1 レンタル 10:13
11:40 4 米谷 怜 よねや さとし 京都大学1 レンタル 10:25
11:43 4 福岡 憲彦 ふくおか のりひこ 京都大学1 レンタル 10:25
11:46 4 稲岡 雄介 いなおか ゆうすけ 大阪大学1 レンタル 10:25
11:49 4 山本 達己 やまもと たつき 大阪大学1 210068 10:25

※本クラスの事前扱いお申し込みは終了しました。
  当日扱いで、大会当日のお申し込みも承ります。
  事前に当日申込希望者情報(お名前、ふりがな、所属、E-card)をご連絡頂ければ幸いです。

スタート
時刻

輸送車
指定便

お名前(敬称略) ふりがな 所属 E-card 輸送車
出発時刻

11:02 1 杉浦 満美 すぎうら まみ 大阪大学1 レンタル 9:45
11:05 1 太田 真由 おおた まゆ 奈良女子大学1 レンタル 9:45
11:08 1 伊藤 綾香 いとう あやか 奈良女子大学1 レンタル 9:45
11:11 1 長谷 翠 はせ みどり 奈良女子大学1 レンタル 9:45
11:14 2 景山 朝子 かげやま あさこ 奈良女子大学1 レンタル 9:59
11:17 2 渡邉 佳奈 わたなべ かな 奈良女子大学1 レンタル 9:59
11:20 2 川治 和奏 かわじ わかな 奈良女子大学1 レンタル 9:59
11:23 2 野中瑞紀 のなか みずき 奈良女子大学1 レンタル 9:59
11:26 2 石黒 桜子 いしぐろ さくらこ 奈良女子大学1 レンタル 9:59
11:29 3 戸谷 みのり とや みのり 奈良女子大学1 レンタル 10:13
11:32 3 赤井 茉柚 あかい まゆ 奈良女子大学1 レンタル 10:13
11:35 3 内堀 百里子 うちぼり ゆりこ 京都女子大学１ レンタル 10:13
11:38 3 橋本 彩加 はしもと あやか 京都女子大学１ レンタル 10:13
11:41 4 岡本 ひなの おかもと ひなの 奈良女子大学1 レンタル 10:25
11:44 4 高橋 夏菜子 たかはし かなこ 奈良女子大学1 レンタル 10:25
11:47 4 田中 優里 たなか ゆうり 奈良女子大学1 210070 10:25
11:50 4 鶴本 美樹 つるもと みき 大阪大学1 レンタル 10:25
11:53 5 金林 優美 かねばやし ゆみ 奈良女子大学1 199390 10:25
11:56 5 金澤 めぐみ かなざわ めぐみ 奈良女子大学1 199575 10:38
11:59 5 佐野 萌子 さの もえこ 京都女子大学１ 199671 10:38
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