
性別 名前 ふりがな 所属クラブ　または　学校 Eカード番号 2018たそがれ

Ｍ 田中　隆太郎 たなか　りゅうたろう ISOC M15

M 中島 遼 なかじま りょう ゾロリーズ M15
M 森川　雄太 もりかわ　ゆうた ISOC M15

M 稲⽥ 旬哉 いなだ じゅんや OLCふるはうす M35
M 緒⽅ 賢史 おがた けんし 奈良市 M35
M 沖浦 徹⼆ おきうら てつじ ⼤阪OLC M35
M 河合 利幸 かわい としゆき OLCレオ M35
M 篠原 英剛 しのはら ひでたか OLP兵庫 M35
M 相川 純哉 あいかわ じゅんや なし M50
M 楠⾒ 耕介 くすみ こうすけ ⼤阪OLC M50
M ⾕垣 宣孝 たにがき のぶたか OLP兵庫 210427 M50
M 中尾 明彦 なかお あきひこ OLP兵庫 M50
M 中島 真治 なかじま しんじ ⼤阪OLC M50
Ｍ 中原　信一 なかはら　しんいち 大阪OLC 173234 M50

Ｍ 佐藤　政明 さとう　まさあき 大府市 210397 M65

M 秋⼭ 周平 あきやま しゅうへい 緑桜会 MA
M 稲岡 雄介 いなおか ゆうすけ 阪⼤OLC 222932 MA
M ⼊⾕ 健元 いりたに たけゆき 朱雀OK MA
M 植⽥ 翔⼤ うえだ しょうた 杏友会 208561 MA
M 太⽥ 裕⼠ おおた ゆうじ 紅萠会 MA
M 緒⽅ 空⼈ おがた ひろと ヌージェネレーション 209999 MA
Ｍ 片岡　佑太 かたおか ゆうた 阪大OLC 505105 MA

M 北川 太⼀ きたがわ たいち OLCふるはうす MA
M ⾐笠 舜登 きぬがさ しゅんと 京⼤OLC 240620 MA
M 窪⽥ 信司 くぼた しんじ 阪⼤OLC 505106 MA
M 近藤 恭⼀郎 こんどう きょういちろう 朱雀OK MA
M 坂⼝ 祐⽣ さかぐち ゆうき ⻘波⾛⾏会 196114 MA
M 佐々⽊ 駿輔 ささき しゅんすけ 京⼤OLC MA
M 杉⽥ 愼之助 すぎた しんのすけ オリゼー 196080 MA
M ⽥中 創 たなか そう 阪⼤OLC 222733 MA
M ⽥中 宏明 たなか ひろあき 京都OLC MA
M ⽟⽊ 圭介 たまき けいすけ ⼤阪OLC MA
M 築地 孝和 ちくち のりやす 朱雀OK MA
M ⼟屋 祐太朗 つちや ゆうたろう 京⼤OLC MA
M 野川 裕⼀朗 のがわ ゆういちろう MA
M 藤本 拓也 ふじもと たくや KOLA 502511 MA
M 松井 俊樹 まつい としき 京都OLC MA
M 松浦 知佑 まつうら ともすけ 阪⼤OLC OB 209998 MA
M 松下 睦⽣ まつした むつき 京都OLC 114665 MA
M 松島 真之 まつしま まさゆき 紅萠会 MA
M 松本 萌希 まつもと もえき 京⼤OLC MA
M 桃本 ⼀輝 もももと かずき 阪⼤OLC 504982 MA
M 森河 俊成 もりかわ としなり 京⼤OLC 505317 MA
M ⼭本 明史 やまもと あきふみ 京⼤OLC MA
M 若林 宗平 わかばやし そうへい ⼤阪OLC MA
M ⼩巻 歩 こまき あゆむ UTMB⽬指すん会? MB
M 頓宮 勇 はやみ いさむ MB
M ⽶ 敬寛 よね たかひろ MB
Ｗ 定久　琴音 さだひさ　ことね ISOC W15

Ｗ 中川　結依子 なかがわ　ゆいこ ISOC W15

Ｗ 三宅　陽葵 みやけ　ひなた ISOC W15

W 緒⽅ 美智 おがた みち 奈良市 W35
W 秋房 ⿇理 あきふさ まり ⼤阪OLC W50
W 出⽥ 裕⼦ いづた ゆうこ 神⼾市 W50
W ⻘島 千映⾥ あおしま ちえり 京⼥OG WA
W 出⽥ 涼⼦ いづた りょうこ 阪⼤OLC 502186 WA
W 越智 純⾹ おち すみか 京⼤OLC WA
W ⼩橋 唯華 こばし ゆいか 京⼥OLC 210034 WA
W 佐久間　若菜 さくま わかな 筑波大学オリエンテーリング部 500444 WA

W 佐野 萌⼦ さの もえこ 京⼥OLC 505004 WA
W 中丸 祝⼦ なかまる ほうこ OLKOG 208320 WA
W 松下 綾 まつした あや 京都OLC WA
W ⼭根 萌加 やまね もえか 京⼤OLC WA
W 熊本 智⼦ くまもと ともこ WB
W ⿊⽊ 結花 くろき ゆか OLKOG WB


