
第３４回金沢大学オリエンテーリング大会 兼 平成３０年度石川県民オリエンテーリング大会スタートリスト

MA WA

時刻 氏名 所属 カード番号 時刻 氏名 所属 カード番号

11:00 清水　龍太 レンタル 11:00 滝澤　伊織 nuoc 505203

11:01 鈴木　皓紀 nuoc 505207 11:01 谷川理恵 OLCルーパー/金大OLC33期 238945

11:02 廣部 達哉 金大OLC 32期 レンタル 11:02 神戸　麻衣 nuoc 505206

11:03 曲田　貴大 nuoc 502609 11:03 山岸夏希 ラスト筑波大学 400252

11:04 石渡　望 東北大OLC 236039 11:04 松下　綾 京都OLC レンタル

11:05 福田雅秀 川越OLC 190125 11:05 半田 博子 博多OLC レンタル

11:06 池田 直人 nuoc 505210 11:06 菅 麻里絵 朱雀OK 64200

11:07 金　和也 Oriphoto レンタル 11:07 河野　珠里亜 nuoc 505205

11:08 中尾　莞人 nuoc 502607

11:09 井口 悠士 金大OLC37期 レンタル MV

11:10 木俣 順 朱雀OK 238949 時刻 氏名 所属 カード番号

11:11 池田 俊彦 つるまいOLC レンタル 11:12 佐藤　政明 大府市 210397

11:12 大箱貴志 京都OLC 64031 11:13 佐野 弘明 小松市ＯＬＫ レンタル

11:13 菅谷裕志 OLCルーパー 238842 11:14 谷垣　宣孝 OLP兵庫 210427

11:14 石坂 翼樹 チームR 200738 11:15 橋本八州馬 岐阜OLC レンタル

11:15 寺西　翔 金沢大学OLC レンタル 11:16 新貝康将 レンタル

11:16 丸山　幸太 nuoc 502608 11:17 角岡　明 三河ＯＬＣ 198875

11:17 田中翔大 練馬OLC 208495 11:18 小野田　敦 不由径・京都ＯＬＣ レンタル

11:18 田中創 阪大OLC 222733 11:19 鈴木健夫 京葉OLクラブ レンタル

11:19 楠 健志 筑波大学 500443 11:20 稲田旬哉 OLCふるはうす レンタル

11:20 長山　真也 金工大OTC レンタル 11:21 緒方賢史 奈良市 レンタル

11:21 北見 匠 富山OLC 228245 11:22 山本　博司 ES関東クラブ 412158

11:22 滝沢　壮太 nuoc 505208 11:23 大林　俊彦 大阪ＯＬＣ 502619

11:23 小山清 京葉OLクラブ 232421 11:24 林　　博 福井県OL協会 レンタル

11:24 相羽 大輔 レンタル

11:25 小枝　幹汰 nuoc 505204 WV

11:26 村田 温基 松高4年 240564 時刻 氏名 所属 カード番号

11:27 鎌田　和希 nuoc 505209 11:29 緒方美智 奈良市 レンタル

11:28 山本　明史 京大OLC レンタル

11:29 松室 隼人 金大OLC24期 レンタル B

11:30 松下　睦生 京都OLC 114665 時刻 氏名 所属 カード番号

11:31 古池　将樹 京大OLC 506234 11:00 山本　陽子 ES関東クラブ 408454

11:32 高橋 秀明 レンタル 11:01 山田　徹 金工大OTC レンタル

11:33 谷川友太 OLCルーパー 238946 11:02 大塚雅三 金沢OLK レンタル

11:34 森一樹 金大OLC レンタル 11:03 森田　剛史 能美市 レンタル

11:35 半田 太郎 博多OLC レンタル

11:36 円井基史 金沢工大OTC 77038 N

11:37 鹿野 勘次 岐阜０ＬＣ 500987 時刻 氏名 所属 カード番号

11:38 山下大樹 東京都狛江市 レンタル 12:00 大崎　正 野々市走ろう会 レンタル

11:39 濱崎誠士 阪大OLC 504983 12:03 高木　温希 金工大OTC レンタル

11:40 山田基生 東北大OLC 236135

11:41 徳地　研人 京大OLC 506120 G

11:42 大箭歩 チームR Neo レンタル 時刻 代表者氏名 所属 カード番号

11:43 大野　絢平 京大OLC 506243 12:06 宮崎芙美 レンタル

11:44 森河　俊成 IWACCHO 505317 12:09 徳光善士 レンタル

11:45 玉木圭介 大阪ＯＬＣ レンタル 12:12 小林功 金沢大学 レンタル

12:15 宮崎亜砂斗 レンタル

※氏名は敬称略


