
参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 クラス Eカード
柴田龍一 しばたりゅういち 男性 23 大阪大学4 ME 210064
田中創 たなかそう 男性 22 大阪大学3 ME 222733
田中駿行 たなかとしゆき 男性 20 大阪大学2 ME 502294
緒方空人 おがたひろと 男性 22 大阪大学4 ME 209999
遠藤匠真 えんどうしょうま 男性 21 大阪大学3 ME 222915
稲岡雄介 いなおかゆうすけ 男性 21 大阪大学3 ME 222932
高添康行 たかぞえやすゆき 男性 21 大阪大学2 ME 195990
小池裕介 こいすけゆうすけ 男性 22 大阪大学4 ME 210065
竹内佑輔 たけうちゆうすけ 男性 21 大阪大学2 ME 196052
藤本雄大 ふじもとゆうだい 男性 20 大阪大学2 ME 196051
硲田捷将 さこだかつまさ 男性 21 大阪大学2 ME 502184
芦原和樹 あしはらかずき 男性 22 大阪大学4 ME 196082
松田伸拓 まつだのぶひろ 男性 22 大阪大学4 ME 196082
岩城大行 いわきひろゆき 男性 22 大阪大学4 ME 210038
今松亮太 いままつりょうた 男性 21 大阪大学2 ME 502185
執行雄樹 しぎょうゆうき 男性 23 大阪大学4 ME 209770
杉本舜 すぎもとしゅん 男性 21 大阪大学2 ME 502179
清川裕樹 きよかわゆうき 男性 22 大阪大学4 ME 209684
藤原秀人 ふじわらひでと 男性 22 大阪大学4 ME 210042
吉原幸輝 よしはらこうき 男性 21 大阪大学3 ME 210933
福井智也 ふくいともや 男性 22 大阪大学4 ME 210039
金周泳 きむじゅよん 男性 22 大阪大学4 ME 196076
矢野峻平 やのしゅんぺい 男性 22 大阪大学4 ME 210000
尾﨑涼太 おざきりょうた 男性 22 大阪大学3 ME 210067
内田和志 うちだかずし 男性 21 大阪大学2 ME 232416
廣田幸起 ひろたこうき 男性 22 大阪大学4 ME 210066
荒木亮哉 あらきりょうや 男性 20 京都大学２ ME レンタル
岩井龍之介 いわいりゅうのすけ 男性 20 京都大学２ ME レンタル
大野絢平 おおのじゅんぺい 男性 21 京都大学２ ME レンタル
沖中陽幸 おきなかはるゆき 男性 20 京都大学２ ME レンタル
越智純毅 おちじゅんき 男性 22 京都大学４ ME レンタル
河崎悠樹 かわさきゆうき 男性 20 京都大学２ ME レンタル
木下雄大 きのしたゆうた 男性 20 京都大学２ ME レンタル
小池椋介 こいけりょうすけ 男性 20 京都大学２ ME レンタル
近藤恭一郎 こんどうきょういちろう男性 23 京都大学４ ME レンタル
瀬領勇司 せりょうゆうじ 男性 21 京都大学２ ME レンタル
竹村拓樹 たけむらひろき 男性 21 京都大学２ ME レンタル
田中陽祐 たなかようすけ 男性 21 京都大学３ ME レンタル
床尾瑛 とこおあきら 男性 24 京都大学２ ME レンタル
豊國郁人 とよくにあやと 男性 20 京都大学２ ME レンタル
浜口 哲 はまぐち てつ 男性 19 京都大学１ ME レンタル
伴広輝 ばんひろき 男性 22 京都大学３ ME レンタル
平原誉士 ひらはらたかし 男性 22 京都大学４ ME レンタル
福岡憲彦 ふくおかのりひこ 男性 22 京都大学３ ME レンタル
福山亮部 ふくやまりょうぶ 男性 20 京都大学２ ME レンタル
藤本拓也 ふじもとたくや 男性 20 京都大学２ ME レンタル
松永佳大 まつながよしひろ 男性 21 京都大学３ ME レンタル
松本萌希 まつもともえき 男性 22 京都大学３ ME レンタル
村本周平 むらもとしゅうへい 男性 20 京都大学２ ME レンタル
森河俊成 もりかわとしなり 男性 22 京都大学２ ME レンタル
山田将輝 やまだまさき 男性 21 京都大学３ ME レンタル
山本明史 やまもとあきふみ 男性 22 京都大学３ ME レンタル
吉岡英晃 よしおかひであき 男性 21 京都大学３ ME レンタル
杉田 隆太朗 すぎた りゅうたろう 男性 22 明石高専4 ME 210063
三村 公人 みむら きみと 男性 22 神戸大学4 ME 209789
佐藤 和真 さとう かずま 男性 21 神戸大学3 ME レンタル
辻村 尊之 つじむら たかし 男性 22 神戸大学2 ME 502183
川島 聖也 かわしま せいや 男性 20 神戸大学2 ME 502182



菅野 紘基 すがの ひろき 男性 20 神戸大学2 ME 232417
杉浦 公佑 すぎうら こうすけ 男性 20 神戸大学2 ME レンタル
戸谷 みのり とや みのり 女性 21 奈良女子大学3 WE 228223
佐藤 恵那 さとう えな 女性 23 奈良女子大学4 WE 228224
布施谷 綺子 ふせや あやこ 女性 20 奈良女子大学2 WE 228225
中川 真緒 なかがわ まお 女性 20 奈良女子大学2 WE 228341
燈田 真佑子 とうだ まゆこ 女性 23 奈良女子大学4 WE 228342
大野 真由莉 おおの まゆり 女性 22 奈良女子大学4 WE 233265
安永 悦世 やすなが えつよ 女性 22 奈良女子大学4 WE 233266
津嶋 桃子 つしま ももこ 女性 20 奈良女子大学2 WE 233267
中島 帆乃香 なかじま ほのか 女性 21 奈良女子大学2 WE 233268
景山 朝子 かげやま あさこ 女性 21 奈良女子大学3 WE 233273
金林 優美 かねばやし ゆみ 女性 22 奈良女子大学3 WE 233274
近藤 あゆみ こんどう あゆみ 女性 20 奈良女子大学2 WE レンタル
田中 優里 たなか ゆうり 女性 21 奈良女子大学3 WE レンタル
山口 仁実 やまぐち ひとみ 女性 22 奈良女子大学4 WE レンタル
金澤 めぐみ かなざわ めぐみ 女性 21 奈良女子大学3 WE レンタル
岡本 ひなの おかもと ひなの 女性 21 奈良女子大学3 WE レンタル
青島千映里 あおしまちえり 女性 22 京都女子大学4 WE レンタル
金山柚佳 かなやまゆか 女性 22 京都女子大学4 WE レンタル
金田満帆 かねだまほ 女性 21 京都女子大学3 WE レンタル
坂田真帆 さかたまほ 女性 22 京都女子大学4 WE レンタル
佐野萌子 さのもえこ 女性 21 京都女子大学3 WE レンタル
鈴木伽南 すずきかなみ 女性 20 京都女子大学2 WE 199261
鈴木沙綾 すずきさあや 女性 20 京都女子大学2 WE 199567
田沼美来 たぬまみく 女性 21 京都女子大学3 WE レンタル
土江千穂 つちえちほ 女性 21 京都女子大学3 WE レンタル
羽鳥咲和 はとりさな 女性 20 京都女子大学2 WE 199575
黒瀬有紀子 くろせゆきこ 女性 20 京都女子大学2 WE 210034
出田涼子 いづたりょうこ 女性 20 大阪大学2 WE 502186
塚越真悠子 つかこしまゆこ 女性 20 大阪大学2 WE 502181
瀧澤明希 たきざわあき 女性 22 京都大学４ WE レンタル
山本 徳高 やまもと のりたか 男性 22 岡山大学3 中四国ME 502855
下江　健史 しもえ　たけし 男性 20 広島大学２ 中四国ME 502875
下江　裕貴 しもえ　ひろき 男性 22 広島大学４ 中四国ME 232317
齋藤　百花 さいとう　ももか 女性 20 広島大学２ 中四国WE レンタル
垣羽 優 かきば ゆう 男性 19 岡山大学1 MF レンタル
山内　優太 やまうち　ゆうた 男性 20 広島大学１ MF レンタル
三家本　雄貴 みかもと　ゆうき 男性 19 広島大学１ MF レンタル
吉田薪史 よしだしんじ 男性 20 大阪大学1 MF 209686
永江孝太郎 ながえこうたろう 男性 20 大阪大学1 MF 210068
桃本一輝 もももとかずき 男性 19 大阪大学1 MF 210069
窪田信司 くぼたしんじ 男性 19 大阪大学1 MF 210070
大田 航平 おおた こうへい 男性 19 京都大学１ MF レンタル
太田知也 おおたともや 男性 19 京都大学１ MF レンタル
尾野準哉 おのじゅんや 男性 19 京都大学１ MF レンタル
亀家貴志 かめいえたかし 男性 19 京都大学１ MF レンタル
河合郁弥 かわいふみや 男性 19 京都大学１ MF レンタル
衣笠 舜登 きぬがさ しゅんと 男性 19 京都大学１ MF レンタル
古池将樹 こいけまさき 男性 19 京都大学１ MF レンタル
篠原幹博 しのはらみきひろ 男性 19 京都大学１ MF レンタル
鈴村拓未 すずむらたくみ 男性 19 京都大学１ MF レンタル
田村祐毅 たむらゆうき 男性 20 京都大学１ MF レンタル
土屋祐太朗 つちやゆうたろう 男性 18 京都大学１ MF レンタル
豊永雄郎 とよながたけろう 男性 19 京都大学１ MF レンタル
丸山ゆう まるやまゆう 男性 19 京都大学１ MF レンタル
向井爽人 むかいさやひと 男性 20 京都大学１ MF レンタル
山口裕雅 やまぐちゆうが 男性 19 京都大学１ MF レンタル
山﨑星雅 やまさき せいが 男性 19 京都大学１ MF レンタル



石野 正晃 いしの まさあき 男性 21 神戸大学1 MF レンタル
片岡 佑太 かたおかゆうた 男性 19 大阪大学1 MF 209686
中村 優花 なかむら ゆうか 女性 19 奈良女子大学1 WF レンタル
小笠原 萌 おがさわら もえ 女性 19 奈良女子大学1 WF レンタル
平田 沙弥 ひらた さや 女性 19 奈良女子大学1 WF レンタル
川合 美帆 かわい みほ 女性 19 奈良女子大学1 WF レンタル
堤 紀子 つつみ のりこ 女性 19 奈良女子大学1 WF レンタル
伊藤咲 いとうさき 女性 19 京都女子大学1 WF 199671
大西美桜 おおにしみお 女性 19 京都女子大学1 WF 199672
小野澤千郁 おのざわちか 女性 19 京都女子大学1 WF 199673
時森きみか ときもりきみか 女性 19 京都女子大学1 WF 209682
中西未来 なかにしみく 女性 19 京都女子大学1 WF 209767
藤岡奈々 ふじおかなな 女性 19 京都女子大学1 WF 210006
藤澤はる那 ふじさわはるな 女性 19 京都女子大学1 WF 210007
増田 雅子 ますだ まさこ 女性 19 京都女子大学1 WF 210033
吉田萌花 よしだもえか 女性 19 京都女子大学1 WF 210035
青木優花 あおきゆうか 女性 20 大阪大学1 WF 210008
鵜飼あや乃 うかいあやの 女性 20 京都大学１ WF レンタル
撫養ののか むやののか 女性 19 京都大学１ WF レンタル
安中 勇大 やすなか ゆうだい 男性 26 京都OLC MO レンタル
井上裕介 いのうえゆうすけ 男性 46 金澤或る辺くらぶ MO レンタル
永瀬 真一 ながせ しんいち 男性 49 ＫＯＬＡ MO 183175
臼井 祐人 うすい ゆうと 男性 26 岡山大学ＯＢ MO レンタル
坂田　雄一郎 さかた　ゆういちろう 男性 50 ＯＬＣふるはうす MO レンタル
木村雄大 きむらたけひろ 男性 24 大阪大学olcOB MO 210072
鹿野勘次 しかのかんじ 男性 70 岐阜ＯＬＣ MO 500987
伊藤 陵 いとう りょう 男性 24 朱雀OK MO 501742
金谷 敏行 かなや としゆき 男性 40 朱雀OK MO レンタル
深川　陽平 ふかがわ　ようへい 男性 39 朱雀OK MO 158589
谷垣 宣孝 たにがき のぶたか 男性 55 OLP兵庫 MO 210427
岩瀬 史明 いわせ ふみあき 男性 23 名大OLC MO 208284
野田 昌太郎 のだ しょうたろう 男性 22 名大OLC MO 208180
堀尾 健太郎 ほりお けんたろう 男性 22 名大OLC MO 208178
杉浦 弘太郎 すぎうら こうたろう 男性 23 名大OLC MO 208404
今泉 将 いまいずみ しょう 男性 22 名大OLC MO 208249
横田 智也 よこた ともや 男性 22 名大OLC MO 208160
櫻井 創 さくらい そう 男性 25 緑外会 MO 196081
中林 祥基 なかばやし よしき 男性 24 MO 196078
幸原 朋広 こうはら ともひろ 男性 29 みやこOLC MO 196056
松井 健哉 まついけんや 男性 29 OLCルーパー MO 76979
菅谷裕志 すがやひろし 男性 28 OLCルーパー MO 92848
小野 真嗣 おの　まさつぐ 男性 24 京大OB MO レンタル
小野田 敦 おのだ あつし 男性 51 京都OLC MO レンタル
内藤 一平 ないとう いっぺい 男性 25 みやこOLC MO レンタル
小菅 一輝 こすげ かずき 男性 26 朱雀OK MO レンタル
佐藤公男 さとう　きみお 男性 石岡TRC MO レンタル
田中 宏明 たなか ひろあき 男性 25 京都OLC MO レンタル
鵜飼　須彦 うかい　よしひこ 男性 52 OLCルーパー WO 220416
角岡　明 つのおか　あきら 男性 58 三河OLC WO 198875
緒方　賢史 おがた　けんし 男性 45 奈良市 WO レンタル
緒方　美智 おがた　みち 女性 49 奈良市 WO レンタル
石原　孝彦 いしはら　たかひこ 男性 55 大阪OLC WO 228181
前田　春正 まえだ　はるまさ 男性 71 ＫＯＬＡ WO 488135
村橋　和彦 むらはし かずひこ 男性 70 ＫＯＬＡ WO レンタル
池田 俊彦 いけだ としひこ 男性 52 つるまいOLC WO レンタル
辻村 修 つじむら おさむ 男性 82 コンターズ WO レンタル
半田 博子 はんだ ひろこ 女性 46 博多OLC WO レンタル
半田 太郎 はんだ たろう 男性 46 博多OLC WO レンタル
八十島 梓 やそじま あずさ 女性 25 朱雀OK WO レンタル



朝野 椋太 あさの りょうた 男性 24 京大OB WO 114673
稲田 旬哉 いなだ じゅんや 男性 51 OLCふるはうす WO レンタル
岡﨑 浩 おかざき ひろし 男性 50 晴れの国岡山OLC　　　 WO 223038
阪本　博 さかもと ひろし 男性 52 大阪OLC WO レンタル
長瀬　朋子 ながせ　ともこ 女性 64 つるまいOLC WO 183733
福井　陽貴 ふくい　はるき 男性 14 加西中学 WO 210679
福井　直樹 ふくい　なおき 男性 44 ＯＬＰ兵庫 WO 210646
北川　達也 きたがわ　たつや 男性 53 OLCふるはうす WO 210028
北川　仁美 きたがわ　ひとみ 女性 52 OLCふるはうす WO レンタル
長崎 早也香 ながさき さやか 女性 22 名大OLC WO 208353
藤井 菜実 ふじい なみ 女性 22 椙山女学園大学 WO 208176
五百倉 大輔 いおくら だいすけ 男性 24 大阪OLC WO 150073
河合 利幸 かわい　 としゆき 男性 58 OLCレオ WO レンタル


