
クラス 氏名1 氏名2 所属 性別 年齢 カード番号 デマンドバス

関西MS 三村公人 みむらきみと 神戸大学4 男 22 209789

関西MS 佐藤和真 さとうかずま 神戸大学3 男 21 レンタル

関西MS 玉井晃平 たまいこうへい 神戸大学3 男 20 レンタル

関西MS 川島聖也 かわしませいや 神戸大学2 男 20 502182

関西MS 菅野紘基 すがのひろき 神戸大学2 男 20 232417

関西MS 辻村尊之 つじむらたかし 神戸大学2 男 22 502183

関西MS 石野正晃 いしのまさあき 神戸大学1 男 21 505108

関西MS 関根優樹 せきねゆうき 神戸大学1 男 19 レンタル

関西MS 谷内優太 やちゆうた 神戸大学1 男 19 505112

関西MS 松本萌希 まつもともえき 京都大学3 男 22 レンタル 京大で1名

関西MS 森河俊成 もりかわとしなり 京都大学2 男 22 レンタル

関西MS 伴広輝 ばんひろき 京都大学3 男 22 レンタル

関西MS 藤本拓也 ふじもとたくや 京都大学2 男 20 502511

関西MS 近藤恭一郎 こんどうきょういちろう 京都大学4 男 23 レンタル

関西MS 丸山ゆう まるやまゆう 京都大学1 男 19 レンタル

関西MS 古池将樹 こいけまさき 京都大学1 男 19 レンタル

関西MS 大野絢平 おおのじゅんぺい 京都大学2 男 21 レンタル

関西MS 中西祐樹 なかにしゆうき 京都大学4 男 22 レンタル

関西MS 河合郁弥 かわい ふみや 京都大学1 男 19 レンタル

関西MS 沖中陽幸 おきなかはるゆき 京都大学2 男 20 レンタル

関西MS 福山亮部 ふくやまりょうぶ 京都大学2 男 20 レンタル

関西MS 瀬領勇司 せりょうゆうじ 京都大学2 男 21 レンタル

関西MS 亀家貴志 かめいえたかし 京都大学1 男 19 レンタル

関西MS 平原誉士 ひらはらたかし 京都大学4 男 22 502510

関西MS 小池椋介 こいけりょうすけ 京都大学2 男 20 レンタル

関西MS 吉岡英晃 よしおかひであき 京都大学3 男 21 レンタル

関西MS 中村哲 なかむらてつ 京都大学4 男 22 レンタル

関西MS 岩井龍之介 いわいりゅうのすけ 京都大学2 男 20 502509

関西MS 浜口哲 はまぐちてつ 京都大学1 男 19 レンタル

関西MS 太田知也 おおたともや 京都大学1 男 19 レンタル

関西MS 豊國郁人 とよくにあやと 京都大学2 男 20 レンタル

関西MS 山口裕雅 やまぐちゆうが 京都大学1 男 19 レンタル

関西MS 土屋祐太朗 つちやゆうたろう 京都大学1 男 19 レンタル

関西MS 衣笠舜登 きぬがさしゅんと 京都大学1 男 19 レンタル

関西MS 山崎星雅 やまさき せいが 京都大学1 男 19 レンタル

関西MS 豊永雄郎 とよながたけろう 京都大学1 男 19 レンタル

関西MS 徳地研人 とくちけんと 京都大学1 男 19 レンタル

関西MS 越智純毅 おちじゅんき 京都大学4 男 22 レンタル

関西MS 福岡憲彦 ふくおかのりひこ 京都大学3 男 22 レンタル

関西MS 松永佳大 まつながよしひろ 京都大学3 男 21 レンタル
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関西MS 田村祐毅 たむらゆうき 京都大学1 男 20 レンタル

関西MS 山本明史 やまもとあきふみ 京都大学3 男 22 レンタル

関西MS 尾野準哉 おのじゅんや 京都大学1 男 19 レンタル

関西MS 村本周平 むらもとしゅうへい 京都大学2 男 20 レンタル

関西MS 湯山太智 ゆやまたいち 京都大学1 男 20 レンタル

関西MS 田中陽祐 たなかようすけ 京都大学3 男 21 レンタル

関西MS 佐々木駿輔 ささきしゅんすけ 京都大学1 男 20 レンタル

関西MS 木下雄大 きのしたゆうた 京都大学2 男 20 レンタル

関西WS 瀧澤明希 たきざわあき 京都大学4 女 22 レンタル

関西WS 土江千穂 つちえちほ 京都女子大学3 女 21 504997 京女で3名

関西WS 青島千映里 あおしまちえり 京都女子大学4 女 22 504998

関西WS 鈴木伽南 すずきかなみ 京都女子大学2 女 20 504999

関西WS 羽鳥咲和 はとりさな 京都女子大学2 女 20 226301

関西WS 佐野萌子 さのもえこ 京都女子大学3 女 21 505004

関西WS 田沼美来 たぬまみく 京都女子大学3 女 21 505002

関西WS 藤岡奈々 ふじおかなな 京都女子大学1 女 19 505003

関西WS 藤澤はる那 ふじさわはるな 京都女子大学1 女 19 505005

関西WS 角谷侑香 かくたにゆか 京都女子大学1 女 19 505006

関西WS 増田 雅子 ますだ まさこ 京都女子大学1 女 19 505103

関西WS 鈴木沙綾 すずきさあや 京都女子大学2 女 20 505104

関西WS 時森きみか ときもりきみか 京都女子大学1 女 19 199261

関西WS 小野澤千郁 おのざわちか 京都女子大学1 女 19 199567

関西MS 柴田 龍一 しばたりゅういち 大阪大学4 男 23 210064

関西MS 田中創 たなかそう 大阪大学3 男 22 222733

関西MS 藤原秀人 ふじわらひでと 大阪大学4 男 22 210042

関西MS 遠藤匠真 えんどうしょうま 大阪大学3 男 21 504985

関西MS 桃本 一輝 もももとかずき 大阪大学1 男 19 504982

関西MS 廣田幸起 ひろたこうき 大阪大学4 男 22 210066

関西MS 片岡佑太 かたおかゆうた 大阪大学1 男 19 505105

関西MS 吉田薪史 よしだしんじ 大阪大学1 男 20 505107

関西MS 濱崎誠士 はまざきせいじ 大阪大学1 男 19 504983

関西MS 谷川陸吏 たにがわりくり 大阪大学1 男 19 210067

関西MS 清川裕樹 きよかわゆうき 大阪大学4 男 22 209684

関西MS 岩城大行 いわきひろゆき 大阪大学4 男 22 210038

関西MS 金城和志 きんじょうかずし 大阪大学1 男 19 209771

関西MS 竹内佑輔 たけうちゆうすけ 大阪大学2 男 21 210008

関西MS 稲岡雄介 いなおかゆうすけ 大阪大学3 男 21 222932

関西WS 出田涼子 いづたりょうこ 大阪大学2 女 20 502186

関西MS 吉原 幸輝 よしはらこうき 大阪大学3 男 21 222933

関西MS 硲田捷将 さこだかつまさ 大阪大学2 男 21 502184

関西MS 福井智也 ふくいともや 大阪大学4 男 22 210039

関西MS 窪田信司 くぼたしんじ 大阪大学1 男 19 505106



関西MS 石田悠人 いしだゆうと 大阪大学3 男 21 502187

関西WS 塚越真悠子 つかこしまゆこ 大阪大学2 女 20 502181

関西MS 佐々木大雅 ささきたいが 大阪大学１ 男 19 210069

関西WS 鶴本美樹 つるもとみき 大阪大学3 女 22 210070

関西MS 緒方空人 おがたひろと 大阪大学4 男 22 209999

関西MS 小池裕介 こいすけゆうすけ 大阪大学4 男 22 210065

関西MS 池原将磨 いけはらしょうま 大阪大学1 男 19 504984

関西MS 尾﨑涼太 おざきりょうた 大阪大学3 男 22 210072

関西MS 芦原和樹 あしはらかずき 大阪大学4 男 22 196154

関西MS 近藤吉史 こんどうよしふみ 大阪大学4 男 22 209685

関西MS 杉本舜 すぎもとしゅん 大阪大学2 男 21 502179

関西MS 矢野 峻平 やのしゅんぺい 大阪大学4 男 22 210000

関西MS 松田伸拓 まつだのぶひろ 大阪大学4 男 22 196079

関西MS 執行雄樹 しぎょうゆうき 大阪大学4 男 23 209770

関西WS 佐藤 恵那 さとうえな 奈良女子大学4 女 23 228223 奈良女で11名

関西WS 金澤 めぐみかなざわめぐみ 奈良女子大学3 女 21 228224

関西WS 戸谷 みのりとやみのり 奈良女子大学3 女 21 228225

関西WS 岡本 ひなのおかもとひなの 奈良女子大学3 女 21 228341

関西WS 金林 優美 かねばやしゆみ 奈良女子大学3 女 21 228342

関西WS 布施谷 綺子ふせやあやこ 奈良女子大学2 女 20 233265

関西WS 平田 沙弥 ひらたさや 奈良女子大学1 女 19 233266

関西WS 小笠原 萌 おがさわらもえ 奈良女子大学1 女 19 233267

関西WS 堤 紀子 つつみのりこ 奈良女子大学1 女 19 233268

関西WS 川合 美帆 かわいみほ 奈良女子大学1 女 19 233273

関西WS 古石 春佳 こいしはるか 奈良女子大学1 女 19 233274

北信越MS 井口悠士 いのくちゆうし 金沢大学 男 22 196349

北信越MS 大箭歩 おおやあゆむ 金沢大学 男 22 208136

北信越MS 清水龍太 しみずりゅうた 金沢大学 男 22 208221

北信越MS 辻岡尚太郞 つじおかしょうたろう 金沢大学 男 22 196611

北信越MS 渡邊壮 わたなべそう 金沢大学 男 22 208252

北信越MS 神谷孫斗 かみやまごと 金沢大学 男 21 196239

北信越MS 寺西翔 てらにしかける 金沢大学 男 21 196240

北信越MS 古川智也 ふるかわともや 金沢大学 男 21 196345

北信越MS 本村汰一朗 もとむらたいちろう 金沢大学 男 21 196346

北信越MS 西村秀斗 にしむらひでと 金沢大学 男 20 183026

北信越MS 二瓶勢真 にへいいくま 金沢大学 男 20 183036

北信越MS 山本哲也 やまもとてつや 金沢大学 男 20 183082

北信越MS 吉田涼哉 よしだりょうや 金沢大学 男 20 183083

北信越MS 五十嵐央人 いがらしひろと 金沢大学 男 19 183084

北信越MS 石崎建 いしざきたける 金沢大学 男 19 183085

北信越MS 稲島一真 いなじまかずま 金沢大学 男 19 183088

北信越MS 清水有希 しみずゆうき 金沢大学 男 19 183089



北信越MS 小森達郎 こもりたつろう 金沢大学 男 19 183092

北信越MS 渡邊寛希 わたなべひろき 金沢大学 男 21 196347

北信越WS 鈴木彩可 すずきあやか 金沢大学 女 22 196348

北信越WS 山森汐莉 やまもりしおり 金沢大学 女 21 196237

北信越WS 高瀬優衣 たかせゆい 金沢大学 女 20 196236

北信越WS 野嵜天菜 のざきあまな 金沢大学 女 19 183095

北信越MS 小柏啓司 おがしわけいじ 新潟大学4 男 22 502606

北信越MS 鹿島健人 かしまけんと 新潟大学4 男 22 502607

北信越MS 郷尚之 ごうなおゆき 新潟大学4 男 22 502608

北信越MS 高田和樹 たかだかずき 新潟大学4 男 22 502609

北信越MS 石井大成 いしいたいせい 新潟大学3 男 21 236123

北信越MS 外石裕太郎 といしゆうたろう 新潟大学2 男 20 236124

北信越MS 冨田智司 とみたさとし 新潟大学2 男 20 236125

北信越MS 渡邊駿太 わたなべはやた 新潟大学2 男 20 222732

北信越MS 奥脇琢朗 おくわきたくろう 新潟大学1 男 19 222816

北信越MS 鎌田和希 かまたかずき 新潟大学1 男 19 222818

北信越MS 柴山大侑 しばやまだいゆう 新潟大学1 男 19 222820

北信越MS 土井一輝 どいかずき 新潟大学1 男 20 222821

北信越MS 濱口広 はまぐちひろ 新潟大学1 男 20 222822

北信越WS 鈴木友紀乃 すずきゆきの 新潟大学4 女 22 222823

北信越WS 藤田真理子 ふじたまりこ 新潟大学2 女 20 222824

北信越WS 山内美輝 やまうちみき 新潟大学2 女 20 222880

北信越WS 河野珠里亜 かわのじゅりあ 新潟大学1 女 19 223036

中九四MS 下江裕貴 しもえひろき 広島大学4 男 22 232317

中九四MS 下江健史 しもえたけし 広島大学2 男 20 502875

中九四WS 齋藤百花 さいとうももか 広島大学2 女 20 レンタル

中九四MS 山本徳高 やまもとのりたか 岡山大学3 男 21 レンタル

中九四WS 荒木さくら あらきさくら 岡山大学1 女 21 レンタル

中九四MS 垣羽優 かきばゆう 岡山大学1 男 19 レンタル

中九四WS 吉野明日香 よしのあすか 岡山大学1 女 20 レンタル

MO 田中宏明 たなかひろあき 京都OLC 男 25 レンタル

MO 堀 裕多 ほり ゆうた OLCふるはうす 男 26 196071

MO 畝林 誠 うねばやし まこと 金沢メタ坊～ず 男 54 238810

MO 小野田 敦 おのだ あつし 京都OLC 男 51 レンタル 有

MO 緒方 賢史 おがた けんし 奈良市 男 45 レンタル

MO 田代 雅之 たしろ まさゆき 静岡OLC 男 52 198842 有

MO 玉木 圭介 たまき けいすけ 大阪OLC 男 51 レンタル

MO 上杉 光彌 うえすぎ みつや 京都OLC 男 77 レンタル

MO 平島 俊次 ひらしま としつぐ 京都OLC 男 65 レンタル

MO 沖浦 徹二 おきうら てつじ 大阪OLC 男 56 レンタル

MO 北川 太一 きたがわ たいち OLCふるはうす 男 24 レンタル

MO 松下 睦生 まつした むつき 京都OLC 男 25 114665



MO 虎走 脩平 こばしり しゅうへい 静大OLC 男 21 220288

MO 近藤 拓実 こんどう たくみ 静大OLC 男 22 レンタル

MO 齋藤 駿 さいとう しゅん 静大OLC 男 22 220400

MO 瀧下 真一 たきした まこと 静大OLC 男 21 220287

MO 吉井 謙太 よしい けんた 静大OLC 男 22 220292

MO 澤入 圭司 さわいり けいじ 静大OLC 男 20 220296

MO 宇佐美 明秀 うさみ あきひで 静大OLC 男 20 レンタル

MO 本田 明良 ほんだ あきら 静大OLC 男 20 レンタル

MO 谷垣 宣孝 たにがき のぶたか OLP兵庫 男 55 210427

MO 安中 勇大 やすなか ゆうだい 京都OLC 男 26 レンタル

MO 澤田 陸 さわだ ひとし 名大OLC 男 22 231627

MO 山本 智士 やまもと さとし 名大OLC 男 20 232002

MO 村上 淳哉 むらかみ じゅんや 名大OLC 男 19 239040

MO 伊村 公志 いむら さとし 名大OLC 男 22 220283

MO 棚橋 一樹 たなはし かずき 名大OLC 男 19 502496

MO 三浦 一将 みうら かずまさ 名大OLC 男 20 232061

MO 川口 真司 かわぐち まさし 名大OLC 男 20 231745

MO 住吉 将英 すみよし まさひで 名大OLC 男 19 239000

MO 岩垣 和也 いわがき かずや 名大OLC 男 20 231643

MO 飯田 晟樹 いいだ まさき 名大OLC 男 20 231844

MO 出口 智士 でぐち さとし 名大OLC 男 20 231869

MO 内藤 一平 ないとう いっぺい みやこOLC 男 25 レンタル

MO 木村 雄大 きむら たけひろ 緑外会 男 24 レンタル

MO 谷川 友太 たにかわ ゆうた OLCルーパー 男 30 87666

MO 池田 俊彦 いけだ としひこ つるまいOLC 男 52 レンタル

MO 五百倉 大輔 いおくら だいすけ 大阪OLC 男 24 150073

MO 大箱 貴志 おおはこ たかし 京都OLC 男 28 64031

MO 小菅 一輝 こすげ かずき 朱雀OK 男 26 レンタル

MO 瀬谷 全那 せや まさとも 大阪OLC 男 54 レンタル

MO 上島 通浩 かみじま みちひろ つるまいOLC 男 53 レンタル

MO 太田 裕士 おおた ゆうじ 京大OB 男 25 レンタル

MO 幸原 朋広 こうはら ともひろ みやこOLC 男 29 196056

MO 吉野 信 よしの まこと みやこOLC 男 33 レンタル

MO 小野 真嗣 おの まさつぐ 京大OB 男 24 レンタル

MO 松井 俊樹 まつい としき 京都OLC 男 25 レンタル

MO 大沢 良太 おおさわ りょうた 静大OB 男 26 レンタル

WO 稲田 旬哉 いなだ じゅんや OLCふるはうす 男 51 レンタル

WO 河合 利幸 かわい としゆき OLCレオ 男 58 レンタル

WO 緒方 美智 おがた みち 奈良市 女 49 レンタル

WO 阪本 博 さかもと ひろし 大阪OLC 男 52 レンタル

WO 辻村 修 つじむら おさむ コンターズ 男 82 レンタル 有

WO 玉木 林哉 たまき りんや 大阪OLC 男 16 レンタル

WO 鵜飼 須彦 うかい よしひこ OLCルーパー 男 52 220416



WO ⾧瀬 朋子 ながせ ともこ つるまいOLC 女 64 183733

WO 佐藤 政明 さとう まさあき 大府市 男 72 210397

WO 松下 綾 まつした あや 京都OLC 女 25 レンタル

WO 玉木 沙羅々 たまき さらら 女 21 220396

WO 伊藤 奈緒 いとう なお 静大OLC 女 21 220394

WO 谷川 理恵 たにかわ りえ OLCルーパー 女 26 238945

WO 北川 達也 きたがわ たつや OLCふるはうす 男 53 210028

WO 北川 仁美 きたがわ ひとみ OLCふるはうす 女 52 レンタル

WO 半田 博子 はんだ ひろこ 博多OLC 女 46 レンタル

WO 半田 太郎 はんだ たろう 博多OLC 男 46 レンタル

WO 上島 乃英 かみじま のえ つるまいOLC 女 50 レンタル

WO 城森 博幸 じょうもり ひろゆき OLP兵庫 男 58 148365

WO 山本 正剛 やまもと せいごう teamちくのすけ 男 35 レンタル

WO 前田 春正 まえだ はるまさ KOLA 男 71 488135 有

WO 藤原 愛 ふじはら あい 京都OLC 女 27 196098

WO 牧戸 悠生 まきど ゆうき 伊勢志摩OLC 男 14 502602

WO 磯部 貞夫 いそべ さだお ＯＬＰ兵庫 男 81 148328 有

中原 信一 なかはら しんいち

上杉 光彌 うえすぎ みつや

現在お振り込みしか確認できていない方


