
時刻 氏名 所属 Eカード番号

10:30 緒方 賢史 奈良市 レンタル

10:31 秋山 周平 阪大OLC 196084

10:32 南河 駿 名大ＯＬＣ 208358

10:33 坂口 祐生 青波壮行会 196114

10:34 松下 睦生 むねひろ☆パラダイス 114665

10:35 越智 純毅 京大OLC レンタル

10:36 森下 浩行 阪大OLC 210072

10:37 瀬尾 峻汰 (θ ε θ )こんな小言を知ってる？ レンタル

10:38 是永 大地 名大ＯＬＣ 208286

10:39 松浦 知佑 阪大OLC 209998

10:40 中林 祥基 緑桜会 196078

10:41 宇井 賢 むねひろ☆パラダイス 170268

10:42 松井 俊樹 京都ＯＬＣ レンタル

10:43 葛野 力 下北沢OLK 114685

10:44 小菅  一輝 むねひろ☆パラダイス レンタル

10:45 築地 孝和 神大OLK 196100

10:46 魚里 文彦 京大OLC レンタル

10:47 内藤 一平 むねひろ☆パラダイス レンタル

10:48 松永 佳大 京大OLC レンタル

10:49 永瀬 真一 ＫＯＬＡ 183175

10:50 田中 宏明 むねひろ☆パラダイス 64089

10:51 岡部 晋佑 SIT 196083

10:52 鹿野 勘次 岐阜ＯＬＣ 157398

10:53 森 泰二郎 山陰OLK 182380

10:54 中西 祐樹 京大OLC レンタル

10:55 安中 勇大 むねひろ☆パラダイス 64022

10:56 伴 広輝 京大OLC レンタル

10:57 加茂 暢也 京大OLC レンタル

10:58 尾崎 涼太 阪大OLC 210041

10:59 櫻井 創 ハーゲンダッツ 196081

11:00 実藤 俊太 京大OLC 114688

11:01 竹内 孝 桂坂ランニングクラブ 114677

11:02 伊藤 悠葵 枝組 196077

11:03 浅井 迅馬 京大OLC 114777

11:04 佐藤 真悟 阪大OLC 195991
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11:05 吉岡 英晃 京大OLC レンタル

11:06 近藤 恭一郎 京大OLC レンタル

11:07 岩瀬 史明 名大ＯＬＣ 208284

11:08 堀 裕多 OLCふるはうす 196071

11:09 柏本 雄士朗 阪大OLC 210008

11:10 岩切 泰和 神大OLK レンタル

11:11 福岡 憲彦 京大OLC レンタル

11:12 小川 丈彰 枝組 196075

11:13 松本 萌希 京大OLC レンタル

11:14 樋口 佳祐 名大ＯＬＣ 196107

11:15 平島 俊次 京都ＯＬＣ レンタル

11:16 木村 雄大 枝組 196076

11:17 山本 明史 京大OLC レンタル

11:18 山内 崇弘 名大ＯＬＣ 196108

11:41 畝林　誠 金沢メタ坊～ず レンタル

時刻 氏名 所属 Eカード番号

10:30 河合 利幸 OLCレオ レンタル

10:31 北川 達也 OLCふるはうす 210028

10:32 中原 信一 大阪ＯＬＣ 173234

10:33 唐崎 準也 京大OLC レンタル

10:34 稲田 旬哉 OLCふるはうす レンタル

10:35 中村 哲 京大OLC レンタル

10:36 半田 太郎 博多OLC レンタル

10:37 福井 陽貴 OLP兵庫 レンタル

10:38 小野田 敦 京都ＯＬＣ レンタル

11:01 辻村　修 コンターズ レンタル
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時刻 氏名 所属 Eカード番号

10:39 尾山 理子 京女OLC 199673

10:40 郷田 侑希 奈良女OG レンタル

10:41 金田 満帆 京女OLC 199671

10:42 宮川 早穂 トータス 183164

10:43 下川 千晴 奈良女OG レンタル

10:44 佐野 萌子 京女OLC 210006

10:45 半田 博子 博多OLC レンタル

10:46 竹川 和佳子 京大OLC レンタル

10:47 内堀 百里子 京女OLC レンタル

10:48 坂田 真帆 京女OLC 199567

10:49 江田 黎子 緑外会 195992

10:50 青島 千映里 京女OLC 199261

10:51 瀧澤 明希 京大OLC レンタル

10:52 田沼 美来 京女ＯＬＣ レンタル

10:53 佐藤 寛子 京女OLC 199672

10:54 帯金 未歩 阪大OLC 196093

10:55 金山 柚佳 京女OLC 199575

10:56 村上 澄代 晴れの岡山OC レンタル

10:57 北川 仁美 OLCふるはうす レンタル

10:58 野田 桃子 阪大OLC 196052

10:59 増田 美穂子 奈良女OG レンタル

11:00 土江 千穂 京女OLC 209767

時刻 氏名 所属 Eカード番号

11:02 緒方 美智 奈良市 レンタル
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時刻 氏名 所属 Eカード番号 ゼッケンNo.

11:19 今松 亮太 阪大OLC 210067 101

11:20 杉浦 公佑 神大OLK レンタル 102

11:21 床尾 瑛 京大OLC レンタル 103

11:22 藤本 雄大 阪大OLC 209686 104

11:23 竹村 拓樹 京大OLC レンタル 105

11:24 杉本 舜 阪大OLC 209771 106

11:25 木下 雄大 京大OLC レンタル 107

11:26 河崎 悠樹 京大OLC レンタル 108

11:27 加藤 茶紀 阪大OLC 210069 109

11:28 沖中 陽幸 京大OLC レンタル 110

11:29 福山 亮部 京大OLC レンタル 111

11:30 長砂 太賀 阪大OLC 196082 112

11:31 森河 俊成 京大OLC レンタル 113

11:32 藤本 拓也 京大OLC レンタル 114

11:33 浅井 健杜 阪大OLC 196154 115

11:34 菅野 紘基 神大OLK レンタル 116

11:35 硲田 捷将 阪大OLC 195990 117

11:36 内田 和志 阪大OLC 210070 118

11:37 安部 和弥 阪大OLC 196055 119

11:38 辻村 尊之 神大OLK レンタル 120

11:39 岩井 龍之介 京大OLC レンタル 121

11:40 竹内 佑輔 阪大OLC 210068 122

時刻 氏名 所属 Eカード番号 ゼッケンNo.

11:19 大村 果奈江 奈良女子大学 レンタル 201

11:20 黒瀬 有紀子 京女OLC レンタル 202

11:21 津嶋 桃子 奈良女子大学 レンタル 203

11:22 出田 涼子 阪大OLC 196051 204

11:23 中島 帆乃香 奈良女子大学 レンタル 205

11:24 安村 蓉子 阪大OLC レンタル 206

11:25 布施谷 綺子 奈良女子大学 レンタル 207

11:26 辻本 桃子 奈良女子大学 レンタル 208

11:27 羽鳥 咲和 京女OLC レンタル 209

11:28 大西 桜子 奈良女子大学 レンタル 210

11:29 小栗 春香 奈良女子大学 レンタル 211

11:30 塚越 真悠子 阪大OLC 196079 212
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