
関西学連ロングセレ2012選考クラススタートリストMS WS10:00 坂口 祐生 大阪大学３ レンタル 10:01 熊野 ひとみ 京都女子大学２ レンタル10:02 内藤 一平 京都大学２ 64018 10:03 中井 みのり 京都女子大学３ レンタル10:04 小菅 一輝 京都大学２ 64113 10:05 前之園 知江 京都女子大学２ レンタル10:06 室 尚仁 大阪大学２ レンタル 10:07 大島 風子 奈良女子大学３ レンタル10:08 平井 辰樹 大阪大学２ レンタル 10:09 八十島 梓 京都女子大学２ レンタル10:10 津田 康平 立命館大学２ 139811 10:11 宮林 里佳 京都女子大学２ レンタル10:12 宇井 賢 京都大学２ 64078 10:13 金原 奈央 京都女子大学２ レンタル10:14 栗栖 怜央 大阪大学２ レンタル 10:15 松井 美音 京都女子大学２ レンタル10:16 廣瀬 文明 大阪大学２ レンタル 10:17 野島 貴子 京都女子大学２ レンタル10:18 古賀 健太 京都大学３ 94422 10:19 大井 綾 京都女子大学２ レンタル10:20 松下 睦生 京都大学２ 64036 10:21 近都 有沙 奈良女子大学２ レンタル10:22 堀 裕多 大阪大学３ レンタル 10:23 島田 紀子 奈良女子大学２ レンタル10:24 笠間 悠輔 京都大学１ レンタル 10:2510:2510:2510:25 樋口 樋口 樋口 樋口 みゆきみゆきみゆきみゆき 奈良女子大学奈良女子大学奈良女子大学奈良女子大学３３３３ レンタルレンタルレンタルレンタル10:26 松尾 遼 京都大学４ 64046 10:27 井川 慧美 奈良女子大学３ レンタル10:28 中村 拓夢 立命館大学２ 139810 10:29 周藤 静香 京都女子大学２ レンタル10:30 笠原 朋樹 関西大学３ レンタル 10:31 江田 黎子 大阪大学２ レンタル10:32 津高 剛 大阪大学３ レンタル 10:33 田嶋 允貴 奈良女子大学４ レンタル10:34 古村 尭大 京都大学２ 94421 10:3510:3510:3510:35 藤原 愛藤原 愛藤原 愛藤原 愛 奈良女子大学奈良女子大学奈良女子大学奈良女子大学４４４４ レンタルレンタルレンタルレンタル10:36 中村 陽二 京都大学３ 64032 10:37 藤ノ井 愛 帝塚山大学３ レンタル10:38 鈴木 蒼 京都大学３ 170310 10:39 伊藤 充紀 奈良女子大学３ レンタル10:40 田端 恭平 大阪大学２ レンタル 10:41 古川 好子 大阪大学１ レンタル10:42 白波瀬 ゆう 立命館大学３ 139809 10:43 高橋 めぐみ 兵庫県立大学２ レンタル10:44 安中 勇大 京都大学２ 64022 10:4510:4510:4510:45 江角 友美江角 友美江角 友美江角 友美 奈良女子大学奈良女子大学奈良女子大学奈良女子大学３３３３ レンタルレンタルレンタルレンタル10:46 長谷部 達也 京都大学２ レンタル10:48 石橋 雄弥 大阪大学２ レンタル 太字太字太字太字ははははシードシードシードシード選手選手選手選手10:50 田中 宏明 京都大学２ 6408910:52 小倉 暢 京都大学３ レンタル10:54 坪井 嘉広 立命館大学３ 13980810:56 伊藤 奎梧 京都大学３ 6407910:58 當坂 康紘 京都大学２ 6411511:00 水藤 拓人 京都大学４ 6401711:02 和田 洋介 京都大学４ 6400011:04 及川 幹 大阪大学２ レンタル11:06 倉本 竜太 京都大学３ 6404411:0811:0811:0811:08 岡本 耀平岡本 耀平岡本 耀平岡本 耀平 京都大学京都大学京都大学京都大学４４４４ レンタルレンタルレンタルレンタル11:10 杦田 士郎 大阪大学３ レンタル11:12 中西 基裕 大阪大学２ レンタル11:14 大箱 貴志 京都大学４ 6403111:16 五百倉 大輔 京都大学１ レンタル11:18 高椋 章太 大阪大学３ レンタル11:2011:2011:2011:20 福井 直樹福井 直樹福井 直樹福井 直樹 大阪大学大阪大学大阪大学大阪大学３３３３ レンタルレンタルレンタルレンタル



関西学連ロングセレ2012新人クラススタートリストMF WF10:17 石川 智之 阪大OLC レンタル 10:01 下川 千晴 奈良女子大学 レンタル10:19 岡部 晋佑 阪大OLC レンタル 10:03 髙崎 裕子 京都女子大学OG レンタル10:21 高田 敦史 京大OLC レンタル 10:05 西澤 奈美 京大OLC レンタル10:23 佐々木 瞭太 京大OLC レンタル 10:07 辻村 紀子 コンターズ レンタル10:25 井口 翔太 京大OLC レンタル 10:09 郷田 侑希 奈良女子大学 レンタル10:27 中島 寛康 京大OLC レンタル 10:11 伊藤 舞子 奈良女子大学 レンタル10:29 糸井川 壮大 京大OLC レンタル 10:13 増田 美穂子 奈良女子大学 レンタル10:31 小野 真嗣 京大OLC レンタル 10:15 阿部 ちひろ 阪大OLC レンタル10:33 後藤 涼平 京大OLC レンタル10:35 楠瀬 智己 阪大OLC レンタル10:37 齊藤 颯 京大OLC レンタル10:39 太田 裕士 京大OLC レンタル10:41 石田 洋 阪大OLC レンタル10:43 板谷 祐樹 関西学院大学 14850210:45 北川 太一 阪大OLC レンタル10:47 桜井 創 阪大OLC レンタル10:49 杉田 愼之助 阪大OLC レンタル10:51 小川 丈彰 阪大OLC レンタル10:53 木村 雄大 阪大OLC レンタル10:55 渡邊 佑人 阪大OLC レンタル10:57 米田 大樹 立命館大学 13981310:59 堀野 太郎 阪大OLC レンタル11:01 伊藤 陵 京大OLC レンタル11:03 國栖 壮馬 阪大OLC レンタル11:05 祖父江 佑斗 京大OLC レンタル11:07 中林 祥基 阪大OLC レンタル11:09 伊藤 悠葵 阪大OLC レンタル11:11 松島 真之 京大OLC レンタル11:13 二川 湧星 阪大OLC レンタル11:15 玉田 晃寛 阪大OLC レンタル11:17 北井 雄貴 立命館大学 13981211:19 仲田 宗平 阪大OLC レンタル11:21 丸橋 裕一 阪大OLC レンタル11:23 濱田 佑 京大OLC レンタル11:25 松井 俊樹 京大OLC レンタル11:27 朝野 椋太 京大OLC レンタル11:29 浜 竜哉 京大OLC レンタル



関西学連ロングセレ2012一般クラススタートリストMO ((((6666月月月月14141414日修正日修正日修正日修正)))) WO11:40 石黒　文康 紅萌会 64197 11:40 宮田　敏雄 松阪OLC 7117511:41 上田　浩嗣 Team Heart Golds 411089 11:41 野沢　建央 大阪OLC レンタル11:42 藤田　純也 京都大学OB 64156 11:42 石原孝彦 大阪OLC レンタル11:43 大林　俊彦 大阪OLC 173280 11:43 四宮　寿美子 豊中OLC レンタル11:44 小野田　敦 京都OLC レンタル 11:44 磯部　貞夫 OLP兵庫 41262011:45 奥村　理也 ウルトラクラブ 401574 11:45 河合　利幸 OLCレオ レンタル11:46 中嶋　一史 レンタル 11:46 中原　信一 大阪OLC 17323411:47 市脇　翔平 京大コーチ 64176 11:47 佐久間　優 大阪電気通信大学 レンタル11:48 丘村　彰敏 大阪OLC 161306 11:48 加納　秀明 大阪電気通信大学 レンタル11:49 稲垣　完 レンタル 11:49 御勢　健二 豊中OLC レンタル11:50 小西　宏 大阪OLC 410164 11:50 井戸　美菜 実践女子大学OG レンタル11:51 吉野　信 奈良女子大コーチ/みやこOLC レンタル 11:51 寺前　友樹 大阪電気通信大学 レンタル11:52 稲田 元樹 安土UK レンタル 11:52 篠原　優 大阪電気通信大学 レンタル11:53 新城 大樹 京葉OLクラブ 64004 11:53 和田　充史 大阪電気通信大学 レンタル11:54 木村　洋介 29歳と13ヶ月 487892 11:54 斧原　隆治 大阪電気通信大学 レンタル11:55 中島　真治 大阪OLC レンタル 11:55 河原　節子 レンタル11:56 仲田　貴幸 488192 11:56 鎌倉　陽介 大阪電気通信大学 レンタル11:57 入谷　健元 腹割会 66052 11:57 渡邉　友貴 大阪電気通信大学 レンタル11:58 永瀬　真一 KOLA レンタル 11:58 幸原　朋広 大阪大学OB レンタル11:59 五百倉　務 大阪OLC レンタル12:00 小嶋　裕 大阪OLC レンタル12:01 村橋　和彦 KOLA 17268712:02 北川　達也 OLCふるはうす レンタル12:03 松本　知佐子 朱雀OK 14676612:04 前田　春正 KOLA 48813512:05 寺田　航 大阪電気通信大学 レンタル12:06 北川　仁美 OLCふるはうす レンタル12:07 中嶋　明子 レンタル12:08 石黒　友貴 大阪電気通信大学 レンタル12:09 笠井　泰自 大阪OLC 48813412:10 田路　知也 大阪電気通信大学 レンタル12:11 板谷　日出男 OLP兵庫 14850112:12 谷口　美貴 レンタル12:13 市川　雄一郎 レンタル12:14 辻村　修 コンターズ レンタル12:15 吉永　朋加 レンタル


