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M21A Eカード番号 M21A続き
10:20 松井 健哉 OLCルーパー 79366 11:10 築地 孝和 朱雀OK 196100
10:21 野村 進 静大OLC 220295 11:11 内藤 愉孝 浜松OLC 401958
10:22 南 吏玖 名大OLC 502490 11:12 藤本 拓也 京大OLC 502511
10:23 森清 星也 東海高校 183134 11:13 赤井 秀和 静岡OLC 210071
10:24 畝林 誠 ⾦沢メタ坊〜ず 238810 11:14 川島 聖也 神大OLK 502182
10:25 高橋 一平 静大OLC 220293 11:15 石川 創也 名大OLC 502497
10:26 住吉 将英 名大OLC 239000 11:16 角田 貴大 KOLC 500349
10:27 大平 遥己 静大OLC レンタル 11:17 ⻑縄 知晃 静岡OLC 208458
10:28 福⼭ 亮部 京大OLC レンタル 11:18 石⼭ 良太 名大OLC 196150
10:29 成  悠輔 岡崎市 レンタル
10:30 加藤 翔伍 静大OLC レンタル
10:31 松永 佳大 京大OLC レンタル W21A Eカード番号
10:32 中谷 鴻太 東工大OLT 220216 11:31 落合 志保⼦ OLCルーパー 169732
10:33 瀧下 真一 静大OLC 220287 11:32 伊藤 奈緒 静大OLC 220394
10:34 宮崎 厚志 千種アルパインクラブ レンタル 11:33 日下部 朝美 名古屋市 レンタル
10:35 石田 悠人 阪大OLC レンタル 11:34 塚越 真悠⼦ 阪大OLC 502181
10:36 近藤 拓実 静大OLC レンタル 11:35 谷川 理恵 OLCルーパー レンタル
10:37 木下 正大 チームしらさぎ レンタル 11:36 小野 花織 椙⼭⼥学園大学 231918
10:38 ⾐笠 舜登 京大OLC レンタル 11:37 ⼾谷 みのり 奈良⼥OLC 228223
10:39 秋本 峰伯 静大OLC レンタル 11:38 出田 涼⼦ 阪大OLC 502186
10:40 遠藤 匠真 阪大OLC レンタル 11:39 森田 桜織 丘の上 500352
10:41 菅谷 裕志 OLCルーパー 76980 11:40 伊部 琴美 名大OLC 502491
10:42 田濃 邦彦 静岡OLC 502299 11:41 佐藤 瑞弥⼦ 静大OLC 220395
10:43 岩井 龍之介 京大OLC 502509 11:42 松井 日⾹⾥ OLCルーパー 79345
10:44 片桐 悟 静大OLC 220401
10:45 増田 健也 東大OLK 208552
10:46 ⻁⾛ 脩平 静大OLC 220288 M35A Eカード番号
10:47 仲田 貴幸 OLCふるはうす レンタル 10:00 ⼭口 尚宏 OLCルーパー 77011
10:48 藤永 拓 静大OLC レンタル 10:01 須藤 かおる 入間市OLC 401534
10:49 祖父江 有祐 東海高校 92824 10:02 杉⼭ 洋平 三河OLC 183078
10:50 谷川 友太 OLCルーパー 87666 10:03 緒方 賢史 奈良市 レンタル
10:51 高  弘貴 静大OLC レンタル 10:04 平沢 正紀 つるまいOLC レンタル
10:52 永松 敦 浜松OLC レンタル 10:05 日下部 正英 名古屋市 レンタル
10:53 星野 元希 静大OLC レンタル 10:06 石原 孝彦 大阪OLC レンタル
10:54 沖中 陽幸 京大OLC レンタル 10:07 大野 聡生 東海中学校 226209
10:55 細川 風輝 静大OLC レンタル 10:08 大林 俊彦 大阪OLC 502619
10:56 古池 将樹 京大OLC レンタル 10:09 ⿅野 勘次 岐阜OLC 500987
10:57 伊藤 拓登 静大OLC レンタル 10:10 樽⾒ 典明 岡崎OL協会 220321
10:58 髙水 陽介 OLCルーパー 180031
10:59 澤入 圭司 静大OLC 220296
11:00 棚橋 一樹 名大OLC 502496 W50A Eカード番号
11:01 大村 拓磨 OLCルーパー 84916 10:04 上島 乃英 つるまいOLC レンタル
11:02 桑⼭ 倫博 静大OLC 220392 10:07 福田 瑞恵 稲沢市 レンタル
11:03 伊村 公志 名大OLC 220383 10:14 今井 栄 ワンダラーズ 500354
11:04 葛野 ⼒ 朱雀OK 114685 10:22 鈴木 幸⼦ ファミリーOLC レンタル
11:05 小林 健治 静大OLC 220393 10:29 谷 利花 大阪OLC レンタル
11:06 嶋岡 雅浩 OLCルーパー 501125 10:37 ⻑  朋⼦ つるまいOLC 183733
11:07 田中 創 阪大OLC 222733
11:08 岡本 洸彰 東大OLK 221644
11:09 白鳥 大毅 静大OLC 220320
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M50A Eカード番号 M18A Eカード番号
11:19 ⻘木 健司 さまよい隊 レンタル 11:43 横田 淳史 豊田高専OLC 185219
11:20 水野 弘章 東海東京OLC 210011 11:44 中村 太亮 東海中学校 184875
11:21 冨田 昭則 名古屋市 レンタル 11:45 小栗 健太郎 豊田高専OLC 185218
11:22 大原 一由 中京OC レンタル 11:46 ⻑岡 佑亮 東海中学校 184782
11:23 小川 和之 つるまいOLC レンタル 11:47 早川 颯亮 東海中学校 190162
11:24 鵜飼 須彦 OLCルーパー 220416 11:48 茶納 大輝 東海高校 183144
11:25 谷 全那 大阪OLC レンタル 11:49 小⼭ ⻯正 東海中学校 185052
11:26 池田 俊彦 つるまいOLC レンタル 11:50 中村 友哉 東海高校 183132
11:27 土屋 晴彦 愛知OLC 185208 11:51 渡邊 裕太 東海中学校 185049
11:28 宮崎 敦司 無所属 195995 11:52 羽藤 大晴 東海高校 92856
11:29 角岡 明 岡崎OL協会 198875 11:53 河井 耀 東海中学校 183152
11:30 上島 通浩 つるまいOLC レンタル 11:54 岩味 桜祐 東海高校 183133

11:55 片岡 勇仁 東海中学校 184780
11:56 服部 柾宏 東海高校 92865

M65A Eカード番号 11:57 熊澤 拓⾶ 東海中学校 183153
10:00 岡野 英雄 愛知OLC 185216 11:58 羽田 拓真 東海高校 92854
10:02 船⼾ 温郎 愛知OLC 185215 11:59 深石 大 東海中学校 184824
10:09 石田 亘宏 愛知OLC 401471 12:00 岩田 英明 東海中学校 183145
10:12 小橋 至 浜松OLC 183116 12:01 野村 晃司 東海高校 183143
10:17 佐藤 政明 大府市 210397 12:02 星野 蒼太 東海中学校 184825
10:19 藤田 和男 浜松OLC 220300 12:03 柴田 涼平 東海高校 92864
10:24 今井 信親 ワンダラーズ 198772 12:04 杉浦 文哉 東海中学校 184781
10:27 尾和 薫 岡崎OL協会 198870
10:32 小川 晃弘 ファミリーOLC レンタル
10:34 新⾒ 守 三河OLC 220397 W18A Eカード番号
10:39 加藤 昭治 東海市 196166 12:05 飯沼 友梨 OLCルーパー レンタル
10:42 新家 秀男 中京OC 406432 12:06 落合 英那 OLCルーパー 502633
10:44 粟野 義明 春日井市 185209
10:47 小野 盛光 岡崎OL協会 198930
11:35 関野 賢二 YTC78 レンタル M21B Eカード番号

10:03 本田 明良 静大OLC レンタル
10:11 児島 拓仁 豊田高専OLC 185225

M18B Eカード番号 10:21 野村 弘毅 名古屋市 レンタル
10:16 原 巧真 東海中学校 226106 10:38 相馬 健太 名大OLC 238896
10:26 桒原 大雅 東海中学校 190188 10:46 棟方 隆司 名大OLC 238895
10:31 石川 嵩琉　 東海中学校 190174 10:53 村上 淳哉 名大OLC 239040
10:36 藤原 考太郎 東海中学校 190186 10:59 菅野 絋基 神大OLK 232417
10:43 伊藤 環 東海中学校 226103 11:05 安部 智晴 名大OLC 239002
10:48 早川 正真 東海中学校 190185 11:09 ⼋木 勇亮 名大OLC 502498
10:51 髙橋 侑大 東海中学校 226198 11:17 森田 涼介 名大OLC 238898
10:57 岩崎 壮馬 東海中学校 198868 11:25 谷平 光一 名大OLC 238897
11:01 生田 真大 東海中学校 190175 11:29 田牧 将馬 名大OLC 239014
11:07 寺本 裕哉 東海中学校 226104 11:33 飯田 晟樹 名大OLC 239001
11:11 稲垣 匠二 東海中学校 190187
11:15 ⼭田 和輝 東海中学校 226105
11:19 ⽶田 凌梧 東海中学校 198866 M50B Eカード番号
11:23 森 創之介 東海中学校 198869 10:06 岡田 国彦 愛知OLC レンタル
11:27 森下 謙 東海中学校 226208 10:18 土屋 武 愛知OLC レンタル
11:31 中村 晃 東海中学校 198865 10:23 永井 哲也 碧南市 レンタル
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W21B Eカード番号 W50B Eカード番号
10:01 永井 ゆかり 碧南市 レンタル 10:33 石田 美代⼦ 愛知OLC 185212
10:08 緒方 美智 奈良市 レンタル
10:13 児⼭ 千都 椙⼭⼥学園大学 239114
10:28 日置 智⺒ 椙⼭⼥学園大学 239006 初級個人 (大会当日、受付にてスタート時刻を指定)
10:41 福地 あかり 椙⼭⼥学園大学 239147 遠⼭ しんじ 幸田町 レンタル
10:49 和波 明日⾹ 椙⼭⼥学園大学 239149 岡田 心 幸田町 レンタル
10:55 佐田 華澄 椙⼭⼥学園大学 239007 石川 かずひろ 幸田町 レンタル
11:03 安藤 瑠乃 椙⼭⼥学園大学 239003 近藤 よしゆき 岡崎市 レンタル
11:13 中野 真優 椙⼭⼥学園大学 239146
11:21 佐々木 萌音 椙⼭⼥学園大学 239009

家族グループ(大会当日、受付にてスタート時刻を指定)
⻑坂 剛 ひなっち レンタル

キッズ (大会当日、受付にてスタート時刻を指定) ⻑坂 桧奈
鈴木 彩⾹ ファミリーOLC レンタル
鈴木 貴明 ファミリーOLC レンタル
落合 美那 OLCルーパー 502670 一般グループ(大会当日、受付にてスタート時刻を指定)
近藤 ひな 近藤 真智⼦

遠⼭ あおば 岡崎市 レンタル 石川 けいこ 岡崎市 レンタル
岡田 のん 遠⼭ ようこ
近藤 よりう
石川 あおい 岡崎市 レンタル
中⻄ 哉人 → 参考記録として出⾛いたします
中⻄ けいと
岡田 はる ・記載無きクラスは事前申込者0名
遠⼭ てった
石川 とおま ・会場からスタートまで⻘テープ誘導 「20分」
須藤 元 入間市OLC 220329

・全3枚

岡崎市 レンタル


