
1 関西学連第二回定例戦（9月16日）
○印は E-card レンタルです。競技時間 90 分。スタート地区までは徒歩 5 分です。

1.1 MAスタートリスト(2.7km ↑195m) 1.3 MASスタートリスト(2.1km ↑150m)

スタート
時刻 No. 氏名 所属 スタート

時刻 No. 氏名 所属

10:30:00 301 玉木 圭介 大阪OLC ○ 10:33:00 401 横田 実 KOLA
10:31:00 302 今松 亮太 WS会 10:34:00 402 川田 将太 WS会
10:32:00 303 三村 公人 神大OLC 10:35:00 403 木村 洋介 大阪OLC
10:33:00 304 田中 駿行 阪大OLC 10:36:00 404 前田 春正 KOLA
10:34:00 305 太田 裕士 紅萠会(会費未振込) ○ 10:37:00 405 小嶋 裕 大阪OLC ○
10:35:00 306 石神 孝樹 豊橋市 ○ 10:38:00 406 稲田 旬哉 OLCふるはうす ○
10:36:00 307 稲岡 雄介 阪大OLC 10:39:00 407 村橋 和彦 KOLA ○
10:37:00 308 辻村 歩 OLCふるはうす ○ 10:40:00 408 緒方 賢史 奈良市 ○
10:38:00 309 松井 俊樹 京都OLC ○ 10:41:00 409 中島 浩一 枚方市 ○
10:39:00 310 玉井 晃平 神大OLC ○
10:40:00 311 大林 俊彦 大阪OLC 1.4 MFスタートリスト(2.1km ↑140m)
10:41:00 312 浅井 迅馬 京都OLC
10:42:00 313 塩平 真士 北大OLC ○ スタート

時刻 No. 氏名 所属
10:43:00 314 田中 創 阪大OLC
10:44:00 315 坂田 雄一郎 OLCふるはうす ○ 11:15:00 101 湯山 太智 京大OLC ○
10:45:00 316 葛野 力 FABULOUS 11:16:00 102 桃本 一輝 阪大OLC ○
10:46:00 317 牧内 佑介 京大OB ○ 11:17:00 103 豊永 雄郎 京大OLC ○
10:47:00 318 坂口 祐生 青波走行会 11:18:00 104 池原 将磨 阪大OLC ○
10:48:00 319 内藤 一平 みやこOLC ○ 11:19:00 105 河合 郁弥 京大OLC ○
10:49:00 320 緒方 空人 阪大OLC 11:20:00 106 片岡 佑太 阪大OLC ○
10:50:00 321 川島 聖也 神大OLC 11:21:00 107 古池 将樹 京大OLC ○
10:51:00 322 遠藤 匠真 阪大OLC ○ 11:22:00 108 谷内 優太 神大OLC ○
10:52:00 323 小池 椋介 京大OLC ○ 11:23:00 109 土屋 祐太朗 京大OLC ○
10:53:00 324 宇井 賢 入間市OLC 11:24:00 110 吉田 薪史 阪大OLC ○
10:54:00 325 安中 勇大 京都OLC ○ 11:25:00 111 丸山 ゆう 京大OLC ○
10:55:00 326 鹿野 勘次 岐阜OLC 11:26:00 112 伊藤 夏希 阪大OLC
10:56:00 327 田中 宏明 京都OLC ○ 11:27:00 113 徳地 研人 京大OLC ○
10:57:00 328 戸澤 貴志 横浜国立大学 11:28:00 114 山口 裕雅 京大OLC ○
10:58:00 329 石野 正晃 神大OLC ○
10:59:00 330 秋山 周平 緑桜会 ○ 1.5 WFスタートリスト(2.0km ↑115m)

1.2 WAスタートリスト(2.1km ↑150m) スタート
時刻 No. 氏名 所属

スタート
時刻 No. 氏名 所属 11:15:00 201 鵜飼 あや乃 京大OLC ○

11:16:00 202 大西 美桜 京女OLC
10:42:00 502 塚越 真悠子 阪大OLC 11:17:00 203 時森 きみか 京女OLC
10:43:00 503 江田 黎子 緑桜会 11:18:00 204 藤岡 奈々 京女OLC
10:44:00 504 出田 涼子 阪大OLC 11:19:00 205 堤 紀子 奈良女子大学
10:45:00 505 中川 真緒 奈良女子大学 11:20:00 206 斉藤 瑞希 京女OLC
10:46:00 506 半田 博子 博多OLC ○ 11:21:00 207 中西 未来 京女OLC
11:00:00 501 長瀬 朋子 つるまいOLC 11:22:00 208 平田 沙弥 奈良女子大学

11:23:00 209 伊藤 咲 京女OLC
11:24:00 210 藤澤 はる那 京女OLC
11:25:00 211 小野澤 千郁 京女OLC
11:26:00 212 川合 美帆 奈良女子大学
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1.6 Bスタートリスト(1.8km ↑105m)

スタート
時刻 No. 氏名 所属

10:30:00 601 島田 唯人 ISOC ○
10:31:00 602 緒方 美智 奈良市 ○

1.6 Nスタートリスト(1.4km ↑55m)

スタート
時刻 No. 氏名 所属

10:32:00 701 石神 宏樹 豊橋市 ○
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