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参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード
松本 萌希 まつもと もえき 男性 23 京都大学４ レンタル
吉岡 英晃 よしおか ひであき 男性 22 京都大学４ レンタル
伴 広輝 ばん ひろき 男性 23 京都大学４ 240618

松永 佳大 まつなが よしひろ 男性 22 京都大学４ レンタル
山本 明史 やまもと あきふみ 男性 23 京都大学４ レンタル
小池  椋介 こいけ りょうすけ 男性 21 京都大学３ 506228
藤本 拓也 ふじもと たくや 男性 21 京都大学３ 502511
荒木 亮哉 あらき りょうや 男性 21 京都大学３ レンタル

岩井 龍之介 いわい りゅうのすけ 男性 21 京都大学３ 502509
沖中 陽幸 おきなか はるゆき 男性 21 京都大学３ レンタル
森河 俊成 もりかわ としなり 男性 23 京都大学３ 505317
豊國 郁人 とよくに あやと 男性 21 京都大学3 レンタル
木下 雄大 きのした ゆうた 男性 21 京都大学３ レンタル
古池 将樹 こいけ まさき 男性 20 京都大学２ 506234
丸山 ゆう まるやま ゆう 男性 20 京都大学２ 506242
衣笠 舜登 きぬがさ しゅんと 男性 20 京都大学２ 240620
太田 知也 おおた ともや 男性 20 京都大学２ 506233
亀家 貴志 かめいえ たかし 男性 20 京都大学２ 240619

土屋 祐太朗 つちや ゆうたろう 男性 19 京都大学２ レンタル
山崎 星雅 やまさき せいが 男性 20 京都大学２ 506244
河合 郁弥 かわい ふみや 男性 20 京都大学２ レンタル
篠原 幹博 しのはら みきひろ 男性 20 京都大学２ レンタル
湯山 太智 ゆやま たいち 男性 21 京都大学２ レンタル
豊永 雄郎 とよなが たけろう 男性 20 京都大学２ レンタル
石田 倫啓 いしだ みちひろ 男性 19 京都大学１ レンタル

和佐田 祥太朗 わさだ しょうたろう 男性 20 京都大学１ レンタル
徳地 研人 とくち けんと 男性 20 京都大学２ 506120
田中 創 たなか そう 男性 23 大阪大学4 222733

遠藤 匠真 えんどう しょうま 男性 22 大阪大学4 504985
桃本 一輝 もももと かずき 男性 20 大阪大学4 504982
片岡 佑太 かたおか ゆうた 男性 20 大阪大学2 505105
稲岡 雄介 いなおか ゆうすけ 男性 22 大阪大学4 222932
竹内 佑輔 たけうち ゆうすけ 男性 22 大阪大学3 レンタル
田中 駿行 たなか としゆき 男性 21 大阪大学3 502294
吉田 薪史 よしだ しんじ 男性 21 大阪大学4 505107
窪田 信司 くぼた しんじ 男性 20 大阪大学2 505106
金城 和志 きんじょう かずし 男性 20 大阪大学2 レンタル
今松 亮太 いままつ りょうた 男性 22 大阪大学3 502185
杉本 舜 すぎもと しゅん 男性 22 大阪大学3 502179

吉原 幸輝 よしはら こうき 男性 22 大阪大学4 210933
川島　聖也 かわしま　せいや 男性 21 神戸大学3 502182
菅野　紘基 すがの　ひろき 男性 21 神戸大学3 232417
石野　正晃 いしの　まさあき 男性 22 神戸大学2 505108
高野　陽平 たかの　ようへい 男性 20 神戸大学2 レンタル
池田　順一 いけだ　じゅんいち 男性 21 神戸大学3 502300
谷内　優太 やち　ゆうた 男性 20 神戸大学2 505112

参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード
下江　健史 しもえ　たけし 男性 21 広大OLC 502875

清水　慎太郎 きよみず　しんたろう 男性 21 広大OLC レンタル
山内　優太 やまうち　ゆうた 男性 21 広大OLC レンタル

三家本　雄貴 みかもと　ゆうき 男性 20 広大OLC レンタル
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参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード
奥田　隆史 おくだ　たかし 男性 20 金大OLC 196239
近藤　光 こんどう　ひかる 男性 19 金大OLC 196240
峯　友紀 みね　とものり 男性 20 金大OLC 196347

濱崎　大暉 はまさき　だいき 男性 19 金大OLC 196348
湯本　大祐 ゆもと　だいすけ 男性 19 金大OLC 196349
安達　智明 あだち　ともあき 男性 20 金大OLC 196237
東條 秀祐 とうじょう しゅうすけ 男性 19 京都大学１ レンタル
龍溪 優希 たつだに ゆうき 男性 19 京都大学１ レンタル
伊藤 良介 いとう りょうすけ 男性 20 京都大学１ レンタル
岩田 慈樹 いわた いつき 男性 20 京都大学１ レンタル
渡邉 勇熙 わたなべ ゆうき 男性 19 京都大学１ レンタル
笹部 龍仁 ささべ りゅうじん 男性 20 京都大学１ レンタル

安孫子 喜一 あびこ きいち 男性 19 京都大学１ レンタル
西本 匠 にしもと たくみ 男性 19 京都大学１ レンタル

岡本 哲史 おかもと てつし 男性 19 京都大学１ レンタル
村中 結希 むらなか ゆうき 男性 20 京都大学１ レンタル
朱 港松 しゅ こうしょう 男性 21 京都大学１ レンタル
曾 冠銓 ぜん くあんちゅあん 男性 23 京都大学１ レンタル

土中 拓真 つちなか たくま 男性 19 大阪大学1 レンタル
上田 琉斗 うえだ りゅうと 男性 19 大阪大学1 レンタル
野村 昂生 のむら こうき 男性 19 大阪大学1 レンタル
竹重 拓輝 たけしげ ひろき 男性 19 大阪大学1 レンタル
高見 和希 たかみ かずき 男性 19 大阪大学1 レンタル
久能 欄丸 くのう らんまる 男性 20 大阪大学1 レンタル
萱尾 澄人 かやお きよと 男性 19 大阪大学1 レンタル
豊田　俊哉 とよた　しゅんや 男性 20 神戸大学1 レンタル
山田　大雅 やまだ　たいが 男性 20 東大OLK レンタル

参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード
鹿野 勘次 しかの かんじ 男性 71 岐阜ＯＬＣ 500987
渡邊　壮 わたなべ　そう 男性 23 金大OLC 231676

神谷　孫斗 かみや　まごと 男性 22 金大OLC 231681
本村　汰一朗 もとむら　たいちろう 男性 22 金大OLC 231685
渡邊　寛希 わたなべ　ひろき 男性 22 金大OLC 231784
二瓶　勢真 にへい　いくま 男性 21 金大OLC 208221
山本　哲也 やまもと　てつや 男性 21 金大OLC 208252
吉田　涼哉 よしだ　りょうや 男性 21 金大OLC 208315

五十嵐　央人 いがらし　ひろと 男性 20 金大OLC 208317
石崎　建 いしざき　たける 男性 20 金大OLC 208321

稲島　一真 いなじま　かずま 男性 20 金大OLC 208352
瀬田　龍之介 せだ　りゅうのすけ 男性 20 金大OLC 208454
福留　悠斗 ふくどめ　ゆうと 男性 21 金大OLC 208136
渡辺 鷹志 わたなべ たかし 男性 21 京都大学１ 502762
尾﨑 涼太 おざき りょうた 男性 23 大阪大学4 レンタル
佐藤 宏賢 さとう ひろまさ 男性 22 大阪大学2 レンタル
竹内 孝 たけうち たかし 男性 24 ありがとう宏鑫 114677
山森　聡 やまもり　さとし 男性 25 ATR脳情報研究所 レンタル
葛野　力 くずの　りき 男性 26 朱雀OK 114685

柏本 雄士朗 かしもと ゆうしろう 男性 24 阪大OB 502180
堀 裕多 ほり ゆうた 男性 27 OLCふるはうす 196071

平沢 正紀 ひらさわ まさき 男性 39 つるまいOLC レンタル
殿垣 佳治 とのがき けいじ 男性 22 東大OLK 221808
中村 僚宏 なかむら ともひろ 男性 20 東大olk 236047
松澤 俊行 まつざわ としゆき 男性 46 浜松学院大学短期大学部 レンタル
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井上 裕介 いのうえ ゆうすけ 男性 47 金澤あるへん レンタル
沖浦 徹二 おきうら てつじ 男性 57 大阪OLC レンタル
横田 実 よこた みのる 男性 55 KOLA 202800

小野田 敦 おのだ あつし 男性 52 京都OLC レンタル
宮本 樹 みやもと たつき 男性 22 京葉OLクラブ 185352

種市 雅也 たねいち まさや 男性 22 東大OLK 231191
村井 智也 むらい ともや 男性 22 東大OLK 221824
松下 睦生 まつした むつき 男性 26 京都OLC 114665
畝林 誠 うねばやし まこと 男性 55 金沢メタ坊～ず 238810

上島 通浩 かみじま みちひろ 男性 54 つるまいOLC レンタル
菅谷 裕志 すがや ひろし 男性 29 OLCルーパー 238842
戸上 直哉 とがみ なおや 男性 25 三河OLC 180893
佐藤 遼平 さとう りょうへい 男性 22 O-ringen2019 239527
塩平 真士 しおひら なおと 男性 22 北大OLC レンタル
橘 孝祐 たちばな こうすけ 男性 24 ES関東C 502503

上村 太城 うえむら たいじょう 男性 22 KOLC 502751
築地 孝和 ちくち のりやす 男性 24 朱雀OK 196100
鈴木 京佑 すずき きょうすけ 男性 20 KOLC 505264
松浦 知佑 まつうら ともすけ 男性 24 阪大OLC OB 209998
秋山 周平 あきやま しゅうへい 男性 24 緑桜会 レンタル
平島 俊次 ひらしま としつぐ 男性 66 京都OLC レンタル
梅本 匠 うめもと たくみ 男性 32 みやこOLC レンタル

大林 俊彦 おおばやし としひこ 男性 54 大阪OLC 502619
牧内 佑介 まきうち ゆうすけ 男性 24 京大OB レンタル
角田 貴大 つのだ たかひろ 男性 23 横浜市立大学 500349
市橋 卓 いちはし たかし 男性 45 京都OLC レンタル

太田 裕士 おおた ゆうじ 男性 26 神戸市 レンタル
松井 俊樹 まつい としき 男性 26 京都OLC レンタル
小川 丈彰 おがわ たけあき 男性 25 OLCふるはうす 196075
谷垣 宣孝 たにがき のぶたか 男性 56 OLP兵庫 210427
小林 知彦 こばやし ともひこ 男性 33 84905

参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード
鵜飼 あや乃 うかい あやの 女性 21 京都大学２ レンタル
山根 萌加 やまね もえか 女性 22 京都大学１ レンタル
大西 桜子 おおにし さくらこ 女性 21 奈良女子大学3 228223

近藤 あゆみ こんどう あゆみ 女性 21 奈良女子大学3 228224
中島 帆乃香 なかじま ほのか 女性 22 奈良女子大学3 228225
中川 真緒 なかがわ まお 女性 21 奈良女子大学3 228341
小笠原 萌 おがさわら もえ 女性 20 奈良女子大学2 228342
古石 春佳 こいし はるか 女性 20 奈良女子大学2 233265
出田 涼子 いづた りょうこ 女性 21 大阪大学3 502186

塚越 真悠子 つかこし まゆこ 女性 21 大阪大学3 502181
羽鳥 咲和 はとり さな 女性 21 京都女子大学３ 226301
鈴木 沙綾 すずき さあや 女性 21 京都女子大学３ 199261
鈴木 伽南 すずき かなみ 女性 21 京都女子大学３ 199390
佐野 萌子 さの もえこ 女性 22 京都女子大学４ 199567

藤澤 はる那 ふじさわ はるな 女性 20 京都女子大学２ 199575
藤岡 奈々 ふじおか なな 女性 20 京都女子大学２ 199671
角谷 侑香 かくたに ゆか 女性 20 京都女子大学２ 199672
増田 雅子 ますだ まさこ 女性 20 京都女子大学２ 199673

時森 きみか ときもり きみか 女性 20 京都女子大学２ 199682
伊藤 咲 いとう さき 女性 20 京都女子大学２ 199767

中西 未来 なかにし みく 女性 20 京都女子大学２ 210006
小野澤 千郁 おのざわ ちか 女性 20 京都女子大学２ 210007
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参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード
斎藤　百花 さいとう　ももか 女性 21 広大OLC レンタル
荒木　さくら あらき　さくら 女性 23 岡山大学オリエンテーリング部 レンタル

参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード
鈴木　彩里 すずき　さえり 女性 19 金大OLC 196345
多田　明加 ただ　はるか 女性 19 金大OLC 196346
渡辺　楓華 わたなべ　ふうか 女性 19 金大OLC 196611
北野 清子 きたの さやこ 女性 20 京都大学１ 506121
村上 彩乃 むらかみ あやの 女性 19 京都大学１ レンタル
尾﨑 衿子 おざき えりこ 女性 20 京都大学１ レンタル

安藤 さやか あんどう さやか 女性 21 奈良女子大学1 233266
高橋 佳奈子 たかはし かなこ 女性 19 奈良女子大学1 233267

山口 慈 やまぐち あい 女性 19 奈良女子大学1 233268
吉居 育美 よしい いくみ 女性 19 奈良女子大学1 233273
永山　尚佳 ながやま　なおか 女性 20 神戸大学1 レンタル
坂東 愉楽 ばんどう ゆら 女性 19 京都女子大学１ 210033
小橋 唯華 こばし ゆいか 女性 20 京都女子大学１ 210034
酒井 舞子 さかい まいこ 女性 19 京都女子大学１ 210035
水城 愛梨 みずき あいり 女性 19 京都女子大学１ 505103
森口 華帆 もりぐち かほ 女性 19 京都女子大学１ 505104
渡邊 真未 わたなべ まみ 女性 19 京都女子大学１ 505001
山口 莉奈 やまぐち りな 女性 19 京都女子大学１ 505002
高橋 愛梨 たかはし あいり 女性 19 京都女子大学１ 505003

丸石 明日香 まるいし あすか 女性 19 京都女子大学１ 505004
上原 珠美 うえはら たまみ 女性 20 京都女子大学１ 505000

参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード
中原 信一 なかはら しんいち 男性 60 大阪OLC 173234
山森　汐莉 やまもり　しおり 女性 22 金大OLC 231806
内藤　一平 ないとう　いっぺい 男性 26 みやこOLC レンタル
帯金 未歩 おびかね みほ 女性 24 OLCふるはうす 196093
緒方 賢史 おがた けんし 男性 46 奈良市 レンタル
緒方 美智 おがた みち 女性 50 奈良市 レンタル
長瀬 朋子 ながせ ともこ 女性 65 つるまいOLC 183733
松下 綾 まつした あや 女性 26 京都OLC レンタル

土屋 晴彦 つちや はるひこ 男性 64 愛知OLC 185208
佐藤 政明 さとう まさあき 男性 73 大府市 210397
上島 乃英 かみじま のえ 女性 51 つるまいOLC レンタル
石原 孝彦 いしはら たかひこ 男性 56 大阪OLC 228183
佐藤 珠穂 さとう たまお 女性 20 法政大学 236054
小幡 昭次 おばた しょうじ 男性 75 三河OLC 232453
椎名 麻美 しいな あさみ 女性 24 三河OLC 211113
河合 利幸 かわい としゆき 男性 59 OLCレオ レンタル
稲田 旬哉 いなだ じゅんや 男性 52 OLCふるはうす レンタル
久保 善正 くぼ よしまさ 男性 78 京都OLC レンタル
半田 博子 はんだ ひろこ 女性 47 博多OLC レンタル
半田 太郎 はんだ たろう 男性 47 博多OLC レンタル
岡崎 浩 おかざき ひろし 男性 51 晴れの国岡山OLC 223038
岡崎 盛 おかざき じょう 男性 16 晴れの国岡山OLC 223039

瀬谷 全那 せや まさとも 男性 55 大阪OLC レンタル
瀬谷 利花 せや りか 女性 58 大阪OLC レンタル
富永 美和 とみなが みわ 女性 49 大阪OLC レンタル
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江田 黎子 えだ れいこ 女性 28 OLP兵庫 195992
北川 達也 きたがわ たつや 男性 54 OLCふるはうす 210028
北川 仁美 きたがわ ひとみ 女性 53 OLCふるはうす レンタル
坂口 祐生 さかぐち ゆうき 男性 27 青波走行会 196114

須藤 かおる すどう かおる 男性 44 入間市OLC 401534


