
MS
参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード
石田 悠人 いしだ ゆうと 男性 22 大阪大学4 502187
稲岡 雄介 いなおか ゆうすけ 男性 22 大阪大学4 222932
今松 亮太 いままつ りょうた 男性 22 大阪大学3 502185
上田 琉斗 うえだ りゅうと 男性 19 大阪大学1 レンタル
内田 和志 うちだ かずし 男性 22 大阪大学3 232416
遠藤 匠真 えんどう しょうま 男性 22 大阪大学4 504985
尾崎 涼太 おざき りょうた 男性 23 大阪大学4 レンタル
片岡 佑太 かたおか ゆうた 男性 20 大阪大学2 505105
萱尾 澄人 かやお きよと 男性 19 大阪大学1 507506
金城 和志 きんじょう かずし 男性 20 大阪大学2 507459
窪田 信司 くぼた しんじ 男性 20 大阪大学2 505106
硲田 捷将 さこだ かつまさ 男性 22 大阪大学3 502184
佐藤 宏賢 さとう ひろまさ 男性 22 大阪大学3 レンタル
杉本 舜 すぎもと しゅん 男性 22 大阪大学3 502179

高見 和希 たかみ かずき 男性 19 大阪大学1 507460
竹内 佑輔 たけうち ゆうすけ 男性 22 大阪大学3 レンタル
竹重 拓輝 たけしげ ひろき 男性 19 大阪大学1 507507
田中 創 たなか そう 男性 23 大阪大学4 222733

田中 駿行 たなか としゆき 男性 21 大阪大学3 502294
谷川 陸吏 たにがわ りくり 男性 20 大阪大学2 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
濱崎 誠士 はまざき せいじ 男性 20 大阪大学2 504983
藤本 雄大 ふじもと ゆうだい 男性 21 大阪大学3 レンタル
峰松 真也 みねまつ しんや 男性 19 大阪大学1 レンタル
桃本 一輝 もももと かずき 男性 20 大阪大学2 504982
吉田 薪史 よしだ しんじ 男性 21 大阪大学2 505107
吉原 幸輝 よしはら こうき 男性 22 大阪大学4 222933
池田 順一 いけだ じゅんいち 男性 21 神戸大学3 502300
石野 正晃 いしの まさあき 男性 22 神戸大学2 505108
川島 聖也 かわしま せいや 男性 21 神戸大学3 502182
佐藤 和真 さとう かずま 男性 22 神戸大学4 レンタル
高野 陽平 たかの ようへい 男性 20 神戸大学2 507592
豊田 俊哉 とよた しゅんや 男性 20 神戸大学1 507593
石田 倫啓 いしだ みちひろ 男性 19 京都大学1 245712
伊藤 優希 いとう 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 507411

岩井 龍之介 いわい りゅうのすけ 男性 21 京都大学3 502509
岩田 慈樹 いわた いつき 男性 20 京都大学1 507520
枝澤 勇太 えださわ ゆうた 男性 20 京都大学1 レンタル
太田 知也 おおた ともや 男性 20 京都大学2 506233
大野 絢平 おおの じゅんぺい 男性 22 京都大学3 506243
岡本 哲史 おかもと てつし 男性 19 京都大学1 245605
沖中 陽幸 おきなか はるゆき 男性 21 京都大学3 レンタル
金澤 晴樹 かなざわ はるき 男性 19 京都大学1 507414
亀家 貴志 かめいえ たかし 男性 20 京都大学2 240619
河合 郁弥 かわい ふみや 男性 20 京都大学2 レンタル
衣笠 舜登 きぬがさ しゅんと 男性 20 京都大学2 240620
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
小池 椋介 こいけ りょうすけ 男性 21 京都大学3 506228
小丸 幸佑 こまる こうすけ 男性 19 京都大学1 レンタル

佐々木 駿輔 ささき しゅんすけ 男性 21 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 507511
龍溪 優希 たつだに ゆうき 男性 19 京都大学1 レンタル

土屋 祐太朗 つちや ゆうたろう 男性 20 京都大学2 507415
東條 秀祐 とうじょう しゅうすけ 男性 19 京都大学1 507412
徳地 研人 とくち けんと 男性 20 京都大学2 506120



豊國 郁人 とよくに あやと 男性 21 京都大学3 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
中村 匡希 なかむら まさき 男性 20 京都大学1 レンタル
伴 広輝 ばん ひろき 男性 23 京都大学4 240618

藤本 拓也 ふじもと たくや 男性 21 京都大学3 502511
松永 佳大 まつなが よしひろ 男性 22 京都大学4 レンタル
松本 萌希 まつもと もえき 男性 23 京都大学4 レンタル
丸山 ゆう まるやま ゆう 男性 20 京都大学2 506242
箕浦 皓 みのうら こう 男性 20 京都大学1 レンタル

向井 爽人 むかい さやひと 男性 21 京都大学2 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
森河 俊成 もりかわ としなり 男性 23 京都大学3 505317
山崎 星雅 やまさき せいが 男性 20 京都大学2 506244
山本 明史 やまもと あきふみ 男性 23 京都大学4 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

和佐田 祥太朗 わさだ しょうたろう 男性 20 京都大学1 245603

中九四MS
参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード
三家本 雄貴 みかもと ゆうき 男性 20 広島大学2 レンタル
山内 優太 やまうち ゆうた 男性 21 広島大学2 レンタル

清水 慎太郎 きよみず しんたろう 男性 21 広島大学2 レンタル

MO
参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード

角岡 明 つのおか あきら 男性 59 三河OLC 198875
鈴木 健夫 すずき たけお 男性 62 京葉OLクラブ レンタル
前田 裕太 まえだ ゆうた 男性 36 三河OLC 220543

五十嵐 央人 いがらし ひろと 男性 20 金大OLC 208136
石崎 建 いしざき たける 男性 20 金大OLC 208221

稲島 一真 いなじま かずま 男性 20 金大OLC 208252
神谷 孫斗 かみや まごと 男性 22 金大OLC 208315
近藤 光 こんどう ひかる 男性 19 金大OLC 208317

二瓶 勢真 にへい いくま 男性 21 金大OLC 208454
濱崎 大暉 はまさき たいき 男性 19 金大OLC 196237
日吉 将大 ひよし まさひろ 男性 23 金大OLC 196239
福留 悠斗 ふくどめ ゆうと 男性 21 金大OLC 196240
山本 哲也 やまもと てつや 男性 21 金大OLC 196345
吉田 涼哉 よしだ りょうや 男性 21 金大OLC 196346
渡邊 寛希 わたなべ ひろき 男性 22 金大OLC 196347
林 三才 らむ さむ ちょい 男性 36 HKOXCC 98877
陳 家成 ちゃん か しんぐ 男性 45 HKOXCC レンタル

根本 夏林 ねもと かりん 男性 21 東大OLK 236048
落合 公也 おちあい きみや 男性 52 OLCルーパー 502670
緒方 賢史 おがた けんし 男性 46 奈良市 レンタル
小野田 敦 おのだ あつし 男性 52 京都OLC レンタル
菅谷 裕志 すがや ひろし 男性 29 OLCルーパー 238842
鈴木 悟 すずき さとる 男性 47 静岡OLC 507419

鹿野 勘次 しかの かんじ 男性 71 岐阜OLC 500987
畝林 誠 うねばやし まこと 男性 55 金沢メタ坊～ず 238810

岩田 健太郎 いわた けんたろう 男性 26 つるまいOLC 168953
須藤 かおる すどう かおる 男性 44 入間市OLC 401534
衣川 浩輔 きぬがわ こうすけ 男性 26 朱雀OK 505348
田中 宏明 たなか ひろあき 男性 26 京都OLC レンタル
森 泰二郎 もり たいじろう 男性 25 練馬OLC レンタル
栗栖 怜央 くりす れお 男性 26 緑桜会 レンタル
仲田 貴幸 なかだ たかゆき 男性 34 OLCふるはうす レンタル



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
永瀬 真一 ながせ しんいち 男性 50 KOLA 504995
宮林 修 みやばやし おさむ 男性 70 松阪OLC レンタル

谷川 理恵 たにかわ りえ 女性 27 OLCルーパー 238945
糸賀 翔大 いとが しょうた 男性 27 朱雀OK 199364
下江 裕貴 しもえ ひろき 男性 23 広島大学 232317
黄 耀濱 こう ようはま 男性 36 YAOC レンタル

粟生 啓介 あおう けいすけ 男性 19 名大OLC 507355
安部 智晴 あべ ともはる 男性 20 名大OLC 239002
石川 創也 いしかわ そうや 男性 20 名大OLC 502497
伊村 公志 いむら さとし 男性 23 名大OLC 208354
岩垣 和也 いわがき かずや 男性 21 名大OLC 231643
大森 総司 おおもり ふさし 男性 20 名大OLC 239041
小俣 敦宏 こまた あつひろ 男性 20 名工大OLC 507390
澤田 陸 さわだ ひとし 男性 23 名大OLC 231627

住吉 将英 すみよし まさひで 男性 20 名大OLC 239000
竹内 公一 たけうち こういち 男性 22 名大OLC 220310
棚橋 一樹 たなはし かずき 男性 20 名大OLC 502496
林 雅人 はやし まさと 男性 22 名大OLC 220307

藤井 一樹 ふじい かずき 男性 19 名工大OLC 507384
前野 達也 まえの たつや 男性 22 名大OLC 220382
三浦 一将 みうら かずまさ 男性 21 名大OLC 232061
山本 智士 やまもと さとし 男性 21 名大OLC 232002
脇田 晃秀 わきた あきひで 男性 19 名大OLC 507350
青木 健悟 あおき けんご 男性 22 名椙OLC 220407
田代 雅之 たしろ まさゆき 男性 53 静岡OLC 198842
宮崎 敦司 みやざき あつし 男性 59 (無所属) 195995
小谷 淳史 こたに あつし 男性 22 名椙OLC 220387
上田 公平 うえだ こうへい 男性 45 名古屋市 レンタル
宮本 樹 みやもと たつき 男性 22 京葉OLクラブ 185352

池田 俊彦 いけだ としひこ 男性 53 つるまいOLC レンタル
山川 登 やまかわ のぼる 男性 22 東大OLK 183075

中尾 明彦 なかお あきひこ 男性 57 OLP兵庫 レンタル
中島 浩一 なかしま こういち 男性 51 枚方市 レンタル
渡邊 壮 わたなべ そう 男性 23 金大OLC 196348

牧戸 和之 まきど かずゆき 男性 51 伊勢志摩OLC 501739
大林 俊彦 おおばやし としひこ 男性 54 大阪OLC 502619
幸原 朋広 こうはら ともひろ 男性 30 みやこOLC 196056
大箱 貴志 おおはこ たかし 男性 29 京都OLC 64031
渡辺 鷹志 わたなべ たかし 男性 21 慶應義塾大学3 502762
岡崎 浩 おかざき ひろし 男性 51 晴れの国岡山OLC 223038

松下 睦生 まつした むつき 男性 26 京都OLC 114665
木下 正大 きのした まさお 男性 48 レンタル
上田 浩嗣 うえだ ひろつぐ 男性 47 四日市市 239647

WS
参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード
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
鶴本 美樹 つるもと みき 女性 23 大阪大学4 レンタル
永山 尚佳 ながやま なおか 女性 20 神戸大学1 507477
市野 夢衣 いちの ゆい 女性 19 奈良女OLC 233267

岡本 ひなの おかもと ひなの 女性 22 奈良女OLC 228223
小笠原 萌 おがさわら もえ 女性 20 奈良女OLC 233265

金澤 めぐみ かなざわ めぐみ 女性 22 奈良女OLC 228224
近藤 あゆみ こんどう あゆみ 女性 21 奈良女OLC 228341
高橋 佳奈子 たかはし かなこ 女性 19 奈良女OLC 233268

堤 紀子 つつみ のりこ 女性 20 奈良女OLC 233266



戸谷 みのり とや みのり 女性 22 奈良女OLC 228225
藤田 奈津美 ふじた なつみ 女性 19 奈良女OLC 233273
布施谷 綺子 ふせや あやこ 女性 21 奈良女OLC 228342

山口 慈 やまぐち あい 女性 19 奈良女OLC 233274
吉居 育美 よしい いくみ 女性 19 奈良女OLC レンタル
上原 珠美 うえはら たまみ 女性 20 京都女子大学1 505103
尾崎 衿子 おざき えりこ 女性 20 京都大学1 レンタル
越智 純香 おち すみか 女性 20 京都大学1 レンタル
角谷 侑香 かくたに ゆか 女性 20 京都女子大学2 505002
北野 清子 きたの さやこ 女性 20 京都大学1 506121
酒井 舞子 さかい まいこ 女性 19 京都女子大学1 505104
鈴木 伽南 すずき かなみ 女性 21 京都女子大学3 504998
鈴木 沙綾 すずき さあや 女性 21 京都女子大学3 504999
土江 千穂 つちえ ちほ 女性 22 京都女子大学4 504997

時森 きみか ときもり きみか 女性 20 京都女子大学2 505005
羽鳥 咲和 はとり さな 女性 21 京都女子大学3 226301
坂東 愉楽 ばんどう ゆら 女性 19 京都女子大学1 505006
藤岡 奈々 ふじおか なな 女性 20 京都女子大学2 505003

藤澤 はる那 ふじさわ はるな 女性 20 京都女子大学2 505004
村上 彩乃 むらかみ あやの 女性 19 京都大学1 レンタル
森口 華帆 もりぐち かほ 女性 19 京都女子大学1 507516
山根 萌加 やまね もえか 女性 21 京都大学1 507413

中九四WS
参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード
齋藤 百花 さいとう ももか 女性 21 広島大学3 レンタル

WO
参加者氏名 ふりがな 性別 年齢 所属 Eカード
鵜飼 須彦 うかい よしひこ 男性 53 OLCルーパー 220416
高瀬 優衣 たかさ ゆい 女性 21 金大OLC 208321
多田 明加 ただ はるか 女性 19 金大OLC 208352
渡辺 楓華 わたなべ ふうか 女性 19 金大OLC 196348
松本 環 まつもと たまき 女性 20 早大OC 507423

佐藤 政明 さとう まさあき 男性 73 大府市 210397
落合 英那 おちあい はな 女性 16 OLCルーパー 502633
緒方 美智 おがた みち 女性 50 奈良市 レンタル
河合 利幸 かわい としゆき 男性 59 OLCレオ レンタル
阪本 博 さかもと ひろし 男性 53 大阪OLC レンタル

長瀬 朋子 ながせ ともこ 女性 65 つるまいOLC 183733
稲田 旬哉 いなだ じゅんや 男性 52 OLCふるはうす 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

五十嵐 羽奏 いがらし わかな 女性 19 名大OLC 244542
伊部 琴美 いべ ことみ 女性 20 名大OLC 502491
河村 優花 かわむら ゆか 女性 21 名大OLC 231387
鈴木 春音 すずき はるね 女性 20 名大OLC 507347

須本 みずほ すもと みずほ 女性 19 椙山女学園大学 245058
土田 千聖 つちだ ちさと 女性 19 名大OLC 244546
中野 真優 なかの まゆ 女性 20 椙山女学園大学 239146

和波 明日香 わなみ あすか 女性 20 椙山女学園大学 239149
関野 賢二 せきの けんじ 男性 69 YTC78 レンタル
松下 綾 まつした あや 女性 26 京都OLC レンタル

中原 信一 なかはら しんいち 男性 60 大阪OLC レンタル
小幡 昭次 おばた しょうじ 男性 75 三河OLC 232453


