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クラス別・氏名の五十音順
クラス 氏名 氏名 所属 カード番号 備考 送迎

MsC ⻘⽥ 正樹 あおた まさき 越王会 レンタル
MsC 東 将央 あづま まさお 京葉OLクラブ レンタル
MsC 荒井 正敏 あらい まさとし 多摩OL 198771
MsC 池⽥ 博 いけだ ひろし 方向音痴会 502767
MsC 石⽥ 晴輝 いしだ はるき 杏友会 231456
MsC 石野 夏幹 いしの なつき 入間市OLC 240513
MsC 井口 良範 いのくち よしのり 高崎OLC 505188
MsC 猪俣 祐貴 いのまた ゆうき 入間市OLC 239398
MsC 今泉 正喜 いまいずみ まさき ときわ走林会 500907
MsC 入江 崇 いりえ たかし サン・スーシ レンタル 送迎希望
MsC 岩井 龍之介 いわい りゅうのすけ TORCH レンタル
MsC 大木 孝 おおき たかし みちの会 254579
MsC 大林 俊彦 おおばやし としひこ 大阪OLC 502619
MsC 鹿島 健人 かしま けんと 越王会 レンタル
MsC 川名 竣介 かわな しゅんすけ 欅会/入間市OLC 240602
MsC 神⼾ 錬⼀郎 かんべ れんいちろう 511244
MsC 君成⽥ 智裕 きみなりた ともひろ じゃじゃじゃOC レンタル
MsC 木村 耕平 きむら こうへい 入間市OLC 83105 送迎希望
MsC 楠 健志 くすのき けんじ 桐嶺会 500443
MsC 粂 潤哉 くめ じゅんや 入間市OLC/杏友会 208314
MsC 桑原 大樹 くわばら だいき ES関東C 196244
MsC 小暮 喜代志 こぐれ きよし ES関東C 500909 スタート時刻遅く
MsC 小林 岳人 こばやし たけと ES関東C 512386
MsC 小山 清 こやま きよし 京葉OLクラブ 232421
MsC 坂梨 敬哉 さかなし たかや 丘の上 221971
MsC 桜井 剛 さくらい たけし ES関東クラブ レンタル
MsC 佐藤 繁 さとう しげる 512137
MsC 佐藤 大樹 さとう だいき 京葉OLクラブ レンタル
MsC 佐藤 信彦 さとう のぶひこ OLCサンスーシ 512772
MsC 清水 俊祐 しみず しゅんすけ KOLCオフィシャル 231723 スタート時刻遅く
MsC 清水 伸好 しみず のぶよし 入間市OLC 239628
MsC 杉本 光正 すぎもと みつまさ ES関東クラブ 223040
MsC 高野橋 侑大 たかのはし ゆうだい レンタル
MsC 高橋 郁磨 たかはし いくま じゃじゃじゃOC 231693
MsC 髙見 博道 たかみ ひろみち OPC43 レンタル 送迎希望
MsC ⽥代 雅之 たしろ まさゆき 静岡OLC 512388
MsC 橘 孝祐 たちばな こうすけ ES関東C 502503
MsC ⽥中 創 たなか そう 大阪OLC/OLCレオ 222733
MsC ⽥中 悠 たなか ゆう 丘の上/⻑野県協会 221829
MsC ⽥邉 拓也 たなべ たくや 横浜OLクラブ 231338
MsC 坪居 大介 つぼい だいすけ 入間市OLC/つばめ会 レンタル
MsC 外石 裕太郎 といし ゆうたろう 越王会 レンタル
MsC 徳増 宏基 とくます こうき つばめ会 レンタル 送迎希望
MsC 殿垣 佳治 とのがき けいじ 練馬OLC 221808
MsC 富⽥ 吉郎 とみた よしろう 上尾OLC レンタル
MsC ⻑井 健太 ながい けんた 114991
MsC ⻑岡 凌⽣ ながおか りょうき ⻘葉会 228345
MsC 中浴 広樹 なかさこ ひろき 鳩の会 レンタル
MsC ⻄村 駿 にしむら しゅん 入間市OLC レンタル
MsC 根本 雅昭 ねもと まさあき 東京OLクラブ 76960 送迎希望
MsC 芳賀 太史 はが たいし つばめ会 レンタル
MsC 橋本 正毅 はしもと まさき ⻘葉会 レンタル
MsC 早川 徹彦 はやかわ てつひこ 欅会 502760
MsC 早野 哲朗 はやの てつお 京葉オリエンテーリングクラブ 401342
MsC 原⽥ 龍馬 はらだ りょうま ICMR2019運責(幻) レンタル
MsC 福⽥ 雅秀 ふくだ まさひで 川越OLC 190125
MsC 藤本 翔太 ふじもと しょうた つばめ会 レンタル
MsC 藤本 拓也 ふじもと たくや TORCH 502511
MsC 藤⽣ 考志 ふじゅう たかし 緑外会 221707 送迎希望
MsC 細川 知希 ほそかわ ともき ときわ走林会 208289
MsC 細淵 晃平 ほそぶち こうへい 入間市OLC 239292
MsC 前川 ⼀彦 まえがわ かずひこ 大阪OLC 507551 トップスタート希望
MsC 前中 脩人 まえなか しゅうと 練馬OLC 208295
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MsC 松尾 怜治 まつお れいじ 宇都宮市 208555
MsC 松本 陸 まつもと りく じゃじゃじゃOC 504987
MsC 水嶋 孝久 みずしま たかひさ 入間市OLC 483424
MsC 宮本 樹 みやもと たつき 京葉OLクラブ 510434 スタート時刻遅く
MsC 村上 巧 むらかみ たくみ 横浜OLクラブ/つばめ会 512132
MsC 桃井 陽佑 ももい ようすけ 丘の上 / 横浜OLクラブ 505094 スタート時刻遅く
MsC 森 ⻯⽣ もり たつお 横浜OLクラブ 198766
MsC 森川 正己 もりかわ まさみ レンタル 送迎希望
MsC 八神 遥介 やがみ ようすけ ときわ走林会 511174
MsC 山下 政泰 やました まさひろ 越王会 レンタル
MsC 吉澤 雄大 よしざわ ゆうた 京葉OLクラブ/丘の上 502489
MsC 吉⽥ 勉 よしだ つとむ みちの会 レンタル
MsC 和⽥ 康次郎 わだ こうじろう トータス/丘の上 221790
WsC 池⽥ 麻子 いけだ あさこ レンタル
WsC 石⽥ 大地 いしだ だいち 越王会 レンタル
WsC 大塚 校市 おおつか こういち 千葉OLK 501019
WsC 上妻 紅音 こうづま あかね 221809 送迎希望
WsC 齋藤 英之 さいとう ひでゆき 川越OLC 210198 送迎希望
WsC 清水 容子 しみず ようこ 入間市OLC 239539
WsC 鈴木 規弘 すずき のりひろ 多摩OL 512663
WsC ⽥垣 尚美 たがき なおみ ES関東C レンタル 送迎希望
WsC 髙橋 友理奈 たかはし ゆりな ⻘葉会 200643
WsC 中村 茉菜 なかむら まな ES関東C 222755
WsC 三浦 やよい みうら やよい 丘の上 レンタル
WsC 水嶋 直子 みずしま なおこ 渋谷で走る会/入間市OLC 512390
WsC 宮川 早穂 みやかわ さほ ES関東C 511064
WsC 宮本 幸治 みやもと こうじ 京葉OLクラブ/桐嶺会 251003
WsC 宮本 知江子 みやもと ちえこ 京葉OLクラブ/桐嶺会 253913
WsC 三好 暢子 みよし のぶこ 上尾OLC レンタル
WsC 柳川 梓 やながわ あずさ 京葉OLクラブ 204639
WsC 吉⽥ しのぶ よしだ しのぶ 方向音痴会 レンタル
WsC 渡辺 円香 わたなべ まどか ES関東C 500910 スタート時刻早く
MAC 五十嵐 則仁 いがらし のりひと 横浜OLクラブ 512763
MAC 石井 亜樹子 いしい あきこ レンタル 送迎希望
MAC 石原 佑高 いしはら ゆうこう 桐朋IK レンタル 送迎希望
MAC 磯山 高志 いそやま たかし 欅会 レンタル
MAC 浦野 弘 うらの ひろし 入間市OLC 220409
MAC 大野 政男 おおの まさお 下野市OLC 240112
MAC 清川 裕樹 きよかわ ゆうき OLCふるはうす 209684
MAC 久米 慧 くめ さとし 246266 送迎希望
MAC 小柴 滉平 こしば こうへい レンタル
MAC こでら みのる こでら みのる 丘の上 レンタル
MAC 小檜山 聖 こびやま ひじり 中大附属中WILDLIFE レンタル 付添と2人で送迎希望
MAC 杉本 舜 すぎもと しゅん TORCH 502179
MAC 鈴木 健夫 すずき たけお 京葉OLクラブ レンタル
MAC 高橋 勝美 たかはし かつみ 仙台泉松陵OLF レンタル
MAC ⽥中 裕之 たなか ひろゆき レンタル
MAC ⻑屋 清音 ながや きおと 桐朋IK 251444 送迎希望
MAC 仁科 蓮 にしな れん 桐朋IK 250129 送迎希望
MAC 濱⽥ 樹 はまだ いつき 246272 送迎希望
MAC 藤岡 克利 ふじおか かつとし レンタル
MAC 宮本 忠雄 みやもと ただお レンタル
MAC 吉岡 皆那人 よしおか みなと 246268 送迎希望
MAC 渡辺 邦久 わたなべ くにひさ レンタル 送迎希望
WAC 池⽥ 玲子 いけだ れいこ 502768
WAC 齋藤 まどか さいとう まどか 川越OLC 210412 送迎希望
WAC 武⽥ 紗知 たけだ さち 欅会 レンタル
WAC 立花 和祈 たちばな わき 221919
WAC 手塚 友喜 てづか ゆき レンタル 送迎希望
WAC 深浦 茂子 ふかうら しげこ レンタル 送迎希望
WAC 松元 恭子 まつもと きょうこ Club阿闍梨 レンタル 送迎希望
MFC 上拾石 幸太郎 かみじゅっこく こうたろう 246283 送迎希望
MFC 桒名 悠 くわな ゆう 桐朋IK レンタル MFCで指導の為3人同時スタート希望 送迎希望
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MFC 平 隆広 たいら たかひろ 桐朋IK レンタル MFCで指導の為3人同時スタート希望 送迎希望
MFC 髙橋 裕貴 たかはし ひろき 桐朋IK 505091 MFCで指導の為3人同時スタート希望 送迎希望
MFC 吉⽥ 耕平 よしだ こうへい レンタル
WFC 大塚 ふみ子 おおつか ふみこ 千葉OLK 488196
WFC 清水 奈津乃 しみず なつの てっちゃんず レンタル
WFC 吉⽥ 桃子 よしだ ももこ レンタル
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