
M21A
名前 ふりがな SIカード

SIカード番
号

所属 地図販売

土井 洋平 どい ようへい マイSIカード 7209254 群馬県太田市 全コントロール図 1枚
小林 重信 こばやし しげのぶ レンタル ときわ走林会
原野 幸男 はらの ゆきお レンタル 所沢OLC
山本 博司 やまもと ひろし マイSIカード 7203622 ES関東クラブ
八神 遥介 やがみ ようすけ マイSIカード 7208013 ときわ走林会
藤生 考志 ふじゅう たかし マイSIカード 8640520 東京OLクラブ
日向 繁 ひなた しげる レンタル 協和OL 全コントロール図 1枚

前中 脩人 まえなか しゅうと レンタル 杏友会/練馬OLC
高橋 公康 たかはし きみやす レンタル 桶川市
小泉 辰喜 こいずみ たつよし マイSIカード 7205586 東京OLクラブ M 1枚 , 全コントロール図 1枚
桜井 剛 さくらい たけし マイSIカード 2078585 ES関東クラブ

弓削田 槙一 ゆげた しんいち マイSIカード 9102201 入間市OLC
高橋 厚 たかはし あつし マイSIカード 1413030 多摩OL

井口 良範 いのくち よしのり マイSIカード 8185484 高崎OLC
関野 賢二 せきの けんじ レンタル YTC78
小林 大悟 こばやし だいご レンタル 桐嶺会
西名 慧史 にしな けいし レンタル ときわ走林会
小林 岳人 こばやし たけと マイSIカード 238741 ES関東C 全コントロール図 1枚
田上 朋樹 たがみ ともき レンタル 県立千葉高校
星 凜太郎 ほし りんたろう レンタル 県立千葉高校
筧 大輝 かけひ だいき レンタル 県立千葉高校

川上 大一 かわかみ たいち レンタル 県立千葉高校
高杉 翔 たかすぎ しょう レンタル 県立千葉高校

田中 健人 たなか けんと レンタル 県立千葉高校
前川 智彦 まえかわ ともひこ レンタル 県立千葉高校
宮 荘太郎 みや そうたろう レンタル 県立千葉高校
花野 潤 はなの じゅん レンタル 県立千葉高校

小暮 喜代志 こぐれ きよし マイSIカード 2088821 ES関東C
橘 孝祐 たちばな こうすけ レンタル ES関東C

青木 俊之 あおき としゆき マイSIカード 9102208 練馬OLC
福田 雅秀 ふくだ まさひで マイSIカード 7208338 川越OLC
稲田 優幸 いなだ まさゆき レンタル ときわ走林会
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名前 ふりがな SIカード
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号
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山本 陽子 やまもと ようこ マイSIカード 9102202 ES関東クラブ
小野澤 清楓 おのざわ さやか マイSIカード 7200549 入間市OLC
宮本 知江子 みやもと ちえこ レンタル 京葉OLクラブ
江幡 禎子 えばた ていこ レンタル
常住 紗織 つねすみ さおり レンタル ときわ走林会
若生 愛菜 わこう あいな レンタル 県立千葉高校
小林 正子 こばやし まさこ マイSIカード 238742 ES関東C
渡辺 円香 わたなべ まどか マイSIカード 2061243 ES関東C

2018 年度 日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競
技部門

関東地区代表選考会 併設クラスエントリーリスト

※5月26日時点でのすべてのお申込みいただいた方のデータを反映しています。
  エントリーリストの内容についてご質問等ございましたら、
  お手数おかけしますが、sprint2018kanto@gmail.com までご連絡ください。
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溝井 翔太 みぞい しょうた レンタル 茨城大学
竹下 晴山 たけした はるたか レンタル 茨城大学
遠藤 優介 えんどう ゆうすけ レンタル 茨城大学
西田 直人 にしだ なおと レンタル 茨城大学

山口 龍之介 やまぐち りゅうのすけ レンタル 千葉大学
田中 健太 たなか けんた レンタル 千葉大学
大串 裕也 おおぐし ゆうや レンタル 千葉大学
渡邉 大地 わたなべ だいち レンタル 千葉大学
笠井 虹汰 かさい こうた レンタル 千葉大学
伊地知 淳 いじち じゅん レンタル 千葉大学
秋元 佑斗 あきもと ゆうと レンタル 筑波大学
荒木 政紀 あらき まさき レンタル 筑波大学

伊與久 拓真 いよく たくま レンタル 筑波大学
大川 将志 おおかわ まさし レンタル 筑波大学
大山 智弘 おおやま ともひろ レンタル 筑波大学
関口 直希 せきぐち なおき レンタル 筑波大学
名雪 青葉 なゆき あおば レンタル 筑波大学
成松 陽 なりまつ はる レンタル 筑波大学

細川 雄太 ほそかわ ゆうた レンタル 筑波大学
溝口 哲平 みぞぐち てっぺい レンタル 筑波大学
村田 千真 むらた かずま レンタル 筑波大学
森 恒大 もり こうだい レンタル 筑波大学

高林 健太 たかばやし けんた レンタル 東京工業大学
福田 拓亮 ふくだ ひろあき レンタル 東京工業大学
伊藤 嵩真 いとう たかまさ レンタル 東京大学
伊藤 元春 いとう もとはる レンタル 東京大学
亀田 晃希 かめだ こうき レンタル 東京大学
北野 史倫 きたの ふみのり レンタル 東京大学
西浦 裕 にしうら ゆう レンタル 東京大学

前川 光鷹 まえかわ こうよう レンタル 東京理科大学
松尾 拓真 まつお たくま レンタル 東京理科大学
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根本 真子 ねもと まこ レンタル 茨城大学
吉田 茉莉枝 よしだ まりえ レンタル 茨城大学
大栗 由希 おおぐり ゆき レンタル 茨城大学

大村 彩耶香 おおむら さやか レンタル 茨城大学
渡辺 花蓮 わたなべ かれん レンタル 茨城大学
里見 穂 さとみ すい レンタル 早稲田大学
松本 環 まつもと たまき レンタル 早稲田大学
後藤 凛 ごとう りん レンタル 筑波大学

野口 珠希 のぐち たまき レンタル 筑波大学
臼井 千尋 うすい ちひろ レンタル 東京工業大学
阿部 朱莉 あべ あかり レンタル 東京理科大学


