
クラス 氏名 ふりがな 所属 カード番号

HMS 石田 大地 いしだ だいち NUOC 509511

HMS 岩渕 悠太 いわぶち ゆうた NUOC 509513

HMS 植西 柳太 うえにし りゅうた NUOC 509514

HMS 金田 蓮 かねた れん NUOC 505210

HMS 今 翔太 こん しょうた NUOC 509517

HMS 坂本 慧 さかもと さとる NUOC 509519

HMS 柴山 大侑 しばやま だいゆう NUOC 502606

HMS 鈴木 皓紀 すずき ひろき NUOC 502607

HMS 滝沢 壮太 たきざわ そうた NUOC 502608

HMS 常見 圭汰 つねみ けいた NUOC 502609

HMS 外石 裕太郎 といし ゆうたろう NUOC 505203

HMS 長谷川 拓海 はせがわ たくみ NUOC 505204

HMS 曲田 貴大 まがた たかひろ NUOC 505206

HMS 丸山 幸太 まるやま こうた NUOC 505207

HMS 山下 政泰 やました まさひろ NUOC 505208

HMS 若林 海人 わかばやし かいと NUOC 505209

HMS 長山 真也 ながやま まさや 金工大OTC レンタル

HMS 山田 徹 やまだ とおる 金工大OTC レンタル

HMS 五十嵐 央人 いがらし ひろと 金大olc 509772

HMS 石崎 建 いしざき たける 金大olc 509773

HMS 稲島 一真 いなじま かずま 金大olc 509774

HMS 奥田 隆史 おくだ たかし 金大olc 509881

HMS 大石 航輔 こうすけ こうすけ 金大olc 509879

HMS 近藤 光 こんどう ひかる 金大olc 509878

HMS 清水 有希 しみず ゆうき 金大olc 509775

HMS 瀬田 龍之介 せだ りゅうのすけ 金大olc 509885

HMS 二瓶 勢真 にへい いくま 金大olc 509778

HMS 濱﨑 大暉 はまさき だいき 金大olc 509779

HMS 福留 悠斗 ふくどめ ゆうと 金大olc 509780

HMS 山本 哲也 やまもと てつや 金大olc 509781

HMS 吉田 涼哉 よしだ りょうや 金大olc 509877

HWS 井村 唯 いむら ゆい NUOC 509512

HWS 河野 珠里亜 かわの じゅりあ NUOC 509516

HWS 神戸 麻衣 ごうど まい NUOC 509518

HWS 深田 愛理 ふかだ えり NUOC 505205

HWS 高瀬 優衣 たかせ ゆい 金大olc 509776

HWS 多田 明加 ただ はるか 金大olc 509777

HWS 渡辺 楓華 わたなべ ふうか 金大olc 509884



MO 森河 俊成 もりかわ としなり 朱雀OK 505317

MO 新田見 優輝 にたみ ゆうき 練馬OLC 221616

MO 鹿野 勘次 しかの かんじ 岐阜OLC 500987

MO 松澤 俊行 まつざわ としゆき 茶の間 レンタル

MO 菅谷 裕志 すがや ひろし OLCルーパー 238842

MO 角岡 明 つのおか あきら 三河OLC 198875

MO 緒方 賢史 おがた けんし 奈良市 レンタル

MO 前田 裕太 まえだ ゆうた 三河OLC 79449

MO 山本 明史 やまもと あきふみ 京都OLC レンタル

MO 松井 健哉 まつい けんや OLCルーパー 238812

MO 松下 睦生 まつした むつき 京都OLC 114665

MO 須藤 かおる すどう かおる 入間市OLC 401534

MO 李 廷皓 Lee Ting Ho Gilbert YAOC青進野外定向會 121288

MO 内藤 愉孝 ないとう ゆたか 浜松OLC 401958

MO 堀 裕多 ほり ゆうた OLCふるはうす 196071

MO 髙水 陽介 たかみず ようすけ OLCルーパー レンタル

MO 谷川 友太 たにかわ ゆうた OLCルーパー 238946

MO 近藤 恭一郎 こんどう きょういちろう 朱雀OK レンタル

MO 南河 駿 みなみかわ しゅん OLCルーパー 208358

MO 粂 潤哉 くめ じゅんや 入間市OLC 208314

MO 築地 孝和 ちくち のりやす 朱雀OK/三河OLC 507581

MO 栗栖 怜央 くりす れお 緑桜会 レンタル

MO 伊藤 良介 いとう りょうすけ 京大OLC 507411

MO 岩井 龍之介 いわい りゅうのすけ 京大OLC 502509

MO 太田 知也 おおた ともや 京大OLC 506233

MO 沖中 陽幸 おきなか はるゆき 京大OLC レンタル

MO 二俣 真 ふたまた しん 京大OLC 510495

MO 丸山 ゆう まるやま ゆう 京大OLC 506242

MO 大林 俊彦 おおばやし としひこ 大阪OLC 502619

MO 川畑 信章 かわばた のぶあき 知多市 レンタル

MO 幸原 朋広 こうはら ともひろ みやこOLC 196056

MO 藤原 考太郎 ふじわら こうたろう 東海高校 レンタル

MO 森 創之介 もり そうのすけ 東海高校 レンタル

MO 杉浦 弘太郎 すぎうら こうたろう OLCルーパー 208404

MO 片岡 佑太 かたおか ゆうた 阪大OLC 505105

MO 萱尾 澄人 かやお きよと 阪大OLC 507506

MO 川島 聖也 かわしま せいや 神大OLK 502182

MO 杉本 舜 すぎもと しゅん 阪大OLC 502179

MO 高見 和希 たかみ かずき 阪大OLC 507460



MO 竹重 拓輝 たけしげ ひろき 阪大OLC 507507

MO 田中 駿行 たなか としゆき 阪大OLC 502294

MO 豊田 俊哉 とよた しゅんや 神大OLK 507593

MO 中野  海斗 なかの かいと 神大OLK 510552

MO 濱崎 誠士 はまざき せいじ 阪大OLC 504983

MO 桃本 一輝 もももと かずき 阪大OLC 504982

MO 吉田 薪史 よしだ しんじ 阪大OLC 505107

MO Ilmone Aleksi いるもね あれくし 金大olc 509886

MO 野田 昌太郎 のだ しょうたろう 名古屋大学大学院 208180

MO 畝林 誠 うねばやし まこと 金沢メタ坊～ず 238810

MO 横田 智也 よこた ともや 三河OLC 208160

MO 桑原 大樹 くわばら だいき ES関東C 196244

MO 本多 太郎 ほんだ たろう OLCルーパー レンタル

MO 是永 大地 これなが だいち 名古屋市 208286

MO 濱宇津 佑亮 はまうづ ゆうすけ トータス 221817

MS 井土 宙 いづち そら 静大OLC レンタル

MS 伊藤 拓登 いとう たくと 静大OLC 505257

MS 小川 誠人 おがわ まさと 静大OLC レンタル

MS 片桐 悟 かたぎり さとる 静大OLC レンタル

MS 加藤 翔伍 かとう しょうご 静大OLC 509871

MS 河野 駿介 かわの しゅんすけ 静大OLC レンタル

MS 倉本 輝 くらもと ひかる 静大OLC レンタル

MS 桑山 倫博 くわやま のりひろ 静大OLC 248970

MS 近藤 陽介 こんどう ようすけ 静大OLC 220320

MS 佐藤 颯太 さとう そうた 静大OLC レンタル

MS 澤入 圭司 さわいり けいじ 静大OLC 249339

MS 鈴木 啓耀 すずき ひろあき 静大OLC 220287

MS 坂野 公紀 ばんの こうき 静大OLC レンタル

MS 疋田 雅裕 ひきだ まさひろ 静大OLC レンタル

MS 細川　 敦司 ほそかわ あつし 静大OLC レンタル

MS 細川 風輝 ほそかわ ふうき 静大OLC レンタル

MS 本田 明良 ほんだ あきら 静大OLC 505256

MS 松井 俊樹 まつい としき 静大OLC 220395

MS 水野 渉吾 みずの しょうご 静大OLC 505347

MS 宮崎 真裕 みやざき まさひろ 静大OLC 248922

MS 森下 晃成 もりした あきなり 静大OLC 249338

MS 森田 邦夫 もりた くにお 静大OLC 248968

MS 矢田 祐喜 やだ ゆうき 静大OLC 505345

MS 和田 佳丈 わだ よしたけ 静大OLC 248967



MS 脇田 晃秀 わきた あきひで 名大OLC 507350

MS 粟生 啓介 あおう けいすけ 名大OLC 507355

MS 浅田 雄一 あさだ ゆういち 名大OLC 507351

MS 芦本 陸 あしもと りく 名大OLC 231753

MS 安部 智晴 あべ ともはる 名大OLC 239002

MS 新家 康弘 あらや やすひろ 名大OLC 245025

MS 飯田 晟樹 いいだ まさき 名大OLC 231844

MS 池田 旭 いけだ あさひ 名大OLC 245060

MS 石川 創也 いしかわ そうや 名大OLC 502497

MS 伊藤 寛之 いとう ひろゆき 名大OLC 251271

MS 井上 幸紀 いのうえ こうき 名大OLC 251161

MS 井上 裕人 いのうえ ゆうと 名大OLC 239043

MS 岩垣 和也 いわがき かずや 名大OLC 231643

MS 岩﨑 雄也 いわさき ゆうや 名大OLC 251160

MS 岩本 圭司 いわもと けいじ 名工大OLC 509874

MS 大野 孝紘 おおの たかひろ 名大OLC 510346

MS 大森 総司 おおもり ふさし 名大OLC 239041

MS 岡村 和於 おかむら なお 名大OLC 244547

MS 片岡 瑞基 かたおか みずき 名大OLC 251269

MS 金津 怜央奈 かなづ れおな 名大OLC 231671

MS 壁谷 汰知 かべや たいち 名大OLC 507382

MS 川口 真司 かわぐち まさし 名大OLC 231745

MS 岸田 航陽 きしだ こうよう 名大OLC 244535

MS 京屋 陽介 きょうや ようすけ 名大OLC 507354

MS 小林 直登 こばやし なおと 名大OLC 510392

MS 小俣 敦宏 こまた あつひろ 名工大OLC 507390

MS 櫻井 千尋 さくらい ちひろ 名大OLC 510244

MS 澤田 陸 さわだ ひとし 名大OLC 231627

MS 篠田 真弘 しのだ まさひろ 名大OLC 510353

MS 杉浦 航 すぎうら わたる 名大OLC 507381

MS 鈴木 海斗 すずき かいと 名大OLC 510247

MS 鈴木 康照 すずき やすあき 名大OLC 231828

MS 住吉 将英 すみよし まさひで 名大OLC 239000

MS 相馬 健太 そうま けんた 名大OLC 238896

MS 田中 郁也 たなか ふみや 名大OLC 251114

MS 棚橋 一樹 たなはし かずき 名大OLC 502496

MS 谷平 光一 たにひら こういち 名大OLC 238897

MS 田牧 将馬 たまき しょうま 名大OLC 239014

MS 茶谷 知哉 ちゃたに ともや 名大OLC 231849



MS 椿原 暖人 つばきはら はると 名大OLC 251166

MS 出口 智士 でぐち さとし 名大OLC 231869

MS 内藤 駿 ないとう たかし 名工大OLC 509875

MS 中村 亮佑 なかむら りょうすけ 名大OLC 507349

MS 新家 康佑 にいのみ こうすけ 名大OLC 510347

MS 西山 直希 にしやま なおき 名大OLC 510245

MS 服部 柾宏 はっとり まさひろ 名工大OLC 251273

MS 速水 駿 はやみ しゅん 名大OLC 507352

MS 藤井 一樹 ふじい かずき 名工大OLC 507384

MS 藤井 悠輝 ふじい ゆうき 名大OLC 507346

MS 前川 泰吉 まえかわ やすきち 名大OLC 244539

MS 松永 隼 まつなが はやと 名大OLC 244544

MS 松村 祐輝 まつむら ゆうき 名大OLC 507353

MS 松本 皐佑 まつもと こうすけ 名大OLC 510239

MS 三浦 一将 みうら かずまさ 名大OLC 232061

MS 三浦 直起 みうら なおき 名大OLC 251115

MS 南 吏玖 みなみ りきゅう 名大OLC 502490

MS 棟方 隆司 むなかた りゅうじ 名大OLC 238895

MS 村上 淳哉 むらかみ じゅんや 名大OLC 239040

MS 籾山 丈裕 もみやま たけひろ 名大OLC 510246

MS 森 隆志 もり たかし 名工大OLC 251274

MS 森田 悠生 もりた ゆうき 名大OLC 244536

MS 森田 涼介 もりた りょうすけ 名大OLC 238898

MS 八木 勇亮 やぎ ゆうすけ 名大OLC 502498

MS 山田 雄太 やまだ ゆうた 名大OLC 507383

MS 山本 智士 やまもと さとし 名大OLC 232002

MS 吉川 辰也 よしかわ たつや 名大OLC 251169

MS 米田 将吾 よねだ しょうご 名大OLC 510345

MS 脇 慎一郎 わき しんいちろう 名大OLC 231945

WO 緒方 美智 おがた みち 奈良市 レンタル

WO 松井 日香里 まつい ひかり OLCルーパー 238811

WO 堀 未歩 ほり みほ OLCふるはうす 196093

WO 髙水 友香 たかみず ゆか OLCルーパー 198825

WO 谷川 理恵 たにかわ りえ OLCルーパー 238945

WO 長瀬 朋子 ながせ ともこ つるまいOLC 507590

WO 佐藤 政明 さとう まさあき 大府市 210397

WO 戸谷 みのり とや みのり 奈良女OG レンタル

WO 出田 涼子 いづた りょうこ 阪大OLC 502186

WO 駒崎  成美 こまざき なるみ 神大OLK 510496



WO 高橋 茉利奈 たかはし まりな 阪大OLC 510490

WO 溝渕  賀子 みぞぶち かこ 神大OLK 510561

WO 永山 尚佳 ながやま なおか 神大OLK 507477

WO 藤井 菜実 ふじい なみ 三河OLC 208176

WS 明田 彩里 あけた あやり 椙山女学園大学 244528

WS 安藤 瑠乃 あんどう るの 椙山女学園大学 239003

WS 伊藤 加那子 いとう かなこ 椙山女学園大学 510351

WS 今井 里奈 いまい りな 椙山女学園大学 510350

WS 植村 日向 うえむら ひなた 椙山女学園大学 244529

WS 神谷 梨央 かみや りお 椙山女学園大学 251265

WS 刈谷 まりい かりや まりい 椙山女学園大学 239005

WS 児山 千都 こやま ちと 椙山女学園大学 239114

WS 柴山 奈穂 しばやま なほ 椙山女学園大学 244543

WS 杉浦 野乃子 すぎうら ののこ 椙山女学園大学 513049

WS 杉浦 凜 すぎうら りん 椙山女学園大学 245056

WS 須本 みずほ すもと みずほ 椙山女学園大学 245058

WS 瀬野 由惟 せの ゆい 椙山女学園大学 251266

WS 辻 実優 つじ みゆう 椙山女学園大学 510253

WS 土屋 雅 つちや みやび 椙山女学園大学 245059

WS 恒川 萌未 つねかわ もえみ 椙山女学園大学 240507

WS 坪内 みのり つぼうち みのり 椙山女学園大学 510251

WS 中神 麻緒 なかがみ まお 椙山女学園大学 510252

WS 中野 真優 なかの まゆ 椙山女学園大学 239146

WS 中村 沙耶 なかむら さや 椙山女学園大学 239115

WS 林 彩楓 はやし あやか 椙山女学園大学 240588

WS ひび井 美希 ひびい みき 椙山女学園大学 510250

WS 福地 あかり ふくち あかり 椙山女学園大学 239147

WS 宮村 桃子 みやむら ももこ 椙山女学園大学 510249

WS 余語 文香 よご あやか 椙山女学園大学 244531

WS 和波 明日香 わなみ あすか 椙山女学園大学 239149

WS 中神 智香 なかがみ ともか 静大OLC 505255

WS 五十嵐 羽奏 いがらし わかな 名大OLC 244542

WS 伊部 琴美 いべ ことみ 名大OLC 502491

WS 河村 優花 かわむら ゆか 名大OLC 231387

WS 近藤 花保 こんどう かほ 名大OLC 510352

WS 鈴木 春音 すずき はるね 名大OLC 507347

WS 土田 千聖 つちだ ちさと 名大OLC 244546

WS 渡我部 ゆき わたかべ ゆき 名大OLC 231864


