日光ロングオリエンテーリングEntry List
No.

クラス

チーム名(氏名)

101 スーパーロング混合組

し～るべ

102 スーパーロング混合組
111 スーパーロング男子組

所属

EカードNo. 1人目氏名

2人目氏名

502858 田辺 洋一

深浦 茂子

ちんぐるま

レンタル 吉藤 剛

岩崎 正恵

所属:工学研究科 青葉会’15

210741 小平 修

西村 肇倫

招待 スーパーロング男子ソロ 柳下 大

Club阿闍梨、他

2020/6/26

Club阿闍梨

400808

121 スーパーロング男子ソロ 安藤 功

備考

柳下 大

レンタル 安藤 功

122 スーパーロング男子ソロ 伊藤 樹

ES関東C

221813 伊藤 樹

123 スーパーロング男子ソロ 横山 裕晃

青葉会’15

200736 横山 裕晃

124 スーパーロング男子ソロ 宮園 貴之

オリエンティア軍団(仮入部) レンタル 宮園 貴之

125 スーパーロング男子ソロ 宮島 悟史

レンタル 宮島 悟史

126 スーパーロング男子ソロ 橋本 正毅

189901 橋本 正毅

127 スーパーロング男子ソロ 近内 京太

MS同志会

レンタル 近内 京太

128 スーパーロング男子ソロ 源後 知行

みちの会

507591 源後 知行

129 スーパーロング男子ソロ 江野 弘太郎

505266 江野 弘太郎

130 スーパーロング男子ソロ 根本 啓介

500986 根本 啓介

131 スーパーロング男子ソロ 佐藤 繁

レンタル 佐藤 繁

132 スーパーロング男子ソロ 鹿島田 浩二

渋谷で走る会

レンタル 鹿島田 浩二

133 スーパーロング男子ソロ 小泉 惇平

青葉会’15

200731 小泉 惇平

134 スーパーロング男子ソロ 小牧 弘季

507742 小牧 弘季

135 スーパーロング男子ソロ 神戸 錬一郎

511244 神戸 錬一郎

136 スーパーロング男子ソロ 西田 直人

島根県協会

506118 西田 直人

137 スーパーロング男子ソロ 青木 俊之

練馬OLC

410403 青木 俊之

138 スーパーロング男子ソロ 川上 竜太郎

3人目氏名

キャンセル

レンタル 川上 竜太郎

139 スーパーロング男子ソロ 前川 一彦

Team AQUA

507551 前川 一彦

140 スーパーロング男子ソロ 早川 徹彦

欅会

502760 早川 徹彦

141 スーパーロング男子ソロ 増田 康

レンタル 増田 康

142 スーパーロング男子ソロ 村上 巧

横浜OLC

レンタル 村上 巧

143 スーパーロング男子ソロ 大橋 晴彦

杏友会

501838 大橋 晴彦

144 スーパーロング男子ソロ 池亀 裕一

レンタル 池亀 裕一
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145 スーパーロング男子ソロ 中島 克行

所属

EカードNo. 1人目氏名

静岡OLC

2020/6/26
2人目氏名

3人目氏名

備考

レンタル 中島 克行

146 スーパーロング男子ソロ 昼間 直己

レンタル 昼間 直己

147 スーパーロング男子ソロ 田中 創

大阪OLC/OLCレオ

222733 田中 創

148 スーパーロング男子ソロ 田濃 邦彦

静岡OLC

502299 田濃 邦彦

149 スーパーロング男子ソロ 藤原 大樹

じゃじゃじゃOC/静岡OLC

レンタル 藤原 大樹

150 スーパーロング男子ソロ 藤生 考志

緑外会

221707 藤生 考志

151 スーパーロング男子ソロ 入江 崇

サン・スーシ

レンタル 入江 崇

152 スーパーロング男子ソロ 蛭田 晃仁

ときわ走林会

483356 蛭田 晃仁

153 スーパーロング男子ソロ 冨樫 謙太郎

摩天楼天狗倶楽部

レンタル 冨樫 謙太郎

154 スーパーロング男子ソロ 福西 佑紀

ES関東C

レンタル 福西 佑紀

155 スーパーロング男子ソロ 齋藤 佑樹

練馬OLC

510941 齋藤 佑樹

キャンセル

201 ロング混合組

GONGURI

レンタル 岡崎 幸治

寺澤 直樹

202 ロング混合組

くまもんず

レンタル 熊田 慶司

熊田 聡子

203 ロング混合組

チームよしあみ

レンタル 野中 義昭

伊藤 エマヌエラ有美

204 ロング混合組

とど練番外編

レンタル 富所 康広

新井 英之

近藤 えり

211 ロング女子組

わらうとりけも

レンタル 井上 満美

甲斐 聖子

赤嶺 美幸

221 ロング女子ソロ

稲邊 穂乃香

222 ロング女子ソロ

浦瀬 香子

ゾウガメFC

レンタル 浦瀬 香子

223 ロング女子ソロ

高橋 友理奈

青葉会

200643 高橋 友理奈

224 ロング女子ソロ

石坪 夕奈

欅会

189851 石坪 夕奈

225 ロング女子ソロ

長谷川 真子

青葉会

200593 長谷川 真子

226 ロング女子ソロ

田村 晃子

Club阿闍梨

レンタル 田村 晃子

227 ロング女子ソロ

八尋 弓枝

ときわ走林会

レンタル 八尋 弓枝

228 ロング女子ソロ

服部 早苗

Club阿闍梨

レンタル 服部 早苗

231 ロング男子ソロ

阿部 昌隆

東京OLクラブ

レンタル 阿部 昌隆

232 ロング男子ソロ

伊藤 正美

Club阿闍梨

レンタル 伊藤 正美

233 ロング男子ソロ

井上 昌信

ちーむとりけも

レンタル 井上 昌信

234 ロング男子ソロ

浦瀬 太郎

ゾウガメFC

レンタル 浦瀬 太郎

ちーむとりけも

松本 繰代

239518 稲邊 穂乃香
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所属

EカードNo. 1人目氏名

235 ロング男子ソロ

岡本 隆之

OLP兵庫

246325 岡本 隆之

236 ロング男子ソロ

花田 拓紀

237 ロング男子ソロ

吉澤 雄大

京葉OLクラブ

502489 吉澤 雄大

238 ロング男子ソロ

黒羽 和之

うさぎ会

レンタル 黒羽 和之

239 ロング男子ソロ

根本 雅昭

東京OLクラブ

240 ロング男子ソロ

坂倉 豊

Club 阿闍梨

241 ロング男子ソロ

山崎 嘉津人

242 ロング男子ソロ

森 竜生

243 ロング男子ソロ

清水 潔

244 ロング男子ソロ

清水 俊祐

入間市OLC

239628 清水 俊祐

245 ロング男子ソロ

大石 征裕

欅会

240603 大石 征裕

246 ロング男子ソロ

池田 篤軌

247 ロング男子ソロ

竹下 俊輔

248 ロング男子ソロ

田中 裕之

レンタル 田中 裕之

249 ロング男子ソロ

田淵 ヒカル

507743 田淵 ヒカル

250 ロング男子ソロ

内野 誠

レンタル 内野 誠

251 ロング男子ソロ

板橋 侑樹

239517 板橋 侑樹

252 ロング男子ソロ

武村 盛史

レンタル 武村 盛史

253 ロング男子ソロ

武藤 拓王

254 ロング男子ソロ

木原 浩明

255 ロング男子ソロ

鈴木 雄輔

レンタル 花田 拓紀

76960

根本 雅昭

レンタル 坂倉 豊
レンタル 山崎 嘉津人

横浜OLクラブ

198766 森 竜生
レンタル 清水 潔

レンタル 池田 篤軌
桐嶺会

レンタル 竹下 俊輔

横浜OLクラブ/桐嶺会

レンタル 武藤 拓王
レンタル 木原 浩明

杏友会

レンタル 鈴木 雄輔
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2020/6/26
2人目氏名

3人目氏名

備考

