
第 40回早大 OC大会 エントリーリスト(19/12/31版) 

 

エントリーは以下 468名からいただいております。多くの皆様の申し込みに感謝申し上げま

す。 

※M12・W12・M15A・W15A・W18Aクラスは廃止になりました。 

※カード番号が空欄の方は、レンタル Eカードになります。番号につきましては当日お知らせ

いたします。 

※大会中止を含むいかなる理由でも参加費等の返金は致しません。ご了承ください。 

※本記載内容に不備、質問等ございましたら大会公式メールアドレスまでご連絡ください。 

大会公式メールアドレス：40th.comp@wasedaoc.com 

※女性のエントリーリストはこちらをクリックしてください。 

 

・M18A(6 名) 

氏名 所属 カード番号 備考 

小嶋 諒 磐田南高校山岳部   

斎藤 駿典 磐田南高校山岳部   

寺田 晶彦 磐田南高校山岳部   

三好 大登 磐田南高校山岳部   

山田 暖日 磐田南高校山岳部   

入江 啓至 サン・スーシ  レイトエントリー 

 

 

・M20A(16 名) 

氏名 所属 カード番号 備考 

岩﨑 雄也 名大OLC 251160  

岩本 圭司 名工大OLC 509874  

櫻井 千尋 名大OLC 510244  

篠田 真弘 名大OLC 510353  

鈴木 海斗 名大OLC 510247  

田中 郁也 名大OLC 251114  

椿原 暖人 名大OLC 251166  

籾山 丈裕 名大OLC 510246  

吉川 辰也 名大OLC 251169  

倉本 輝 静大OLC   

近藤 陽介 静大OLC 220320  
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松井 俊樹 静大OLC 220395  

宮崎 真裕 静大OLC 248922  

髙橋 裕貴 練馬OLC/桐朋 IK 505091  

中野 海斗 神大OLK 510552  

富田 健生 浦和高校OLC 未定  

 

 

・M21A(213 名) 

氏名 所属 カード番号 備考 

齋藤 佑樹 早大OC寿会/練馬OLC 222752  

羽田 拓真 横浜国立大学 510454  

大木 孝 みちの会 502868  

村上 巧 横浜OLクラブ   

澤口 弘樹 早大OC寿会 222756  

赤坂 太郎    

石澤 俊崇 トータス   

徳増 宏基 つばめ会   

小山 清 京葉OLクラブ 232421  

前川 一彦 Team AQUA 507551  

白石 達也 入間市OLC 239537  

鈴木 悟 静岡OLC 507419  

田濃 邦彦 静岡OLC 502299  

内藤 愉孝 浜松OLC 401958  

池 陽平 京葉OLC   

阿部 遼太郎 横浜市立大学 507533  

新 隆徳 入間市OLC 239644  

佐々木 裕之 FFC   

八神 遥介 ときわ走林会 509865  

永松 敦 札幌農学校   

堀田 遼 トータス 210012  

黄 耀濱 YAOC   

森田 拓之 入間市OLC   

大竹 達也    

友田 雅大 早大OC寿会 222763  

田淵 ヒカル 慶應義塾大学 507743  

生田 崚 ES関東 C/kolc   



宮川 達哉 所沢OLC 483422  

小牧 弘季 筑波大学 500348  

伊藤 祐 筑波大学 507371  

谷野 文史 筑波大学 505190  

名雪 青葉 筑波大学 500347  

村田 千真 筑波大学 507377  

和田 康次郎 トータス 221790  

髙見 博道 OPC43   

森川 周 東大OLK 196644  

小畑 剣士 THE NORTH WIND   

倉地 草太 北大OLC 506391  

清水 嘉人 北大OLC 506392  

末満 寛太 北大OLC 220428  

髙木 一人 北大OLC 250417  

野口 晃太郎 北大OLC 506395  

森 倭渡 北大OLC 506499  

湯浅 博晶 北大OLC   

竹下 晴山 茨大OLD/ときわ走林会 506230  

長井 健太 欅会 114991  

川名 竣介 欅会/入間市OLC 240602  

早川 徹彦 欅会 502760  

松澤 俊行 茶の間   

坪居 大介 入間市OLC/つばめ会   

桃井 陽佑 KOLC 505094  

橘 孝祐 ES関東 C 502503  

今松 亮太 阪大OLC 502185  

片岡 佑太 阪大OLC 505105  

川島 聖也 神大OLK 502182  

高野 陽平 神大OLK 507592  

竹重 拓輝 阪大OLC 507507  

田中 駿行 阪大OLC 502294  

吉田 薪史 阪大OLC 505107  

菅野 裕貴 KOLC 505267  

柏田 芳樹 東大OLK 236017  

金子 哲士 東北大OLC 236043  

久保田 皓貴 東京都   

西田 直人 動画班 506118  



清水 俊祐 KOLC 231723  

猪俣 祐貴 入間市OLC 239398  

木村 耕平 入間市OLC 83105  

濱野 奎 丘の上 221515  

岡本 将志 京葉OLクラブ  前回大会優勝(OAL) 

渡辺 鷹志 KOLC 502762  

七五三 碧 OAC 502302  

脇田 晃秀 名大OLC 507350  

粟生 啓介 名大OLC 507355 前回大会優勝(MBL) 

浅田 雄一 名大OLC 507351  

石川 創也 名大OLC 502497  

小林 直登 名大OLC 510392  

小俣 敦宏 名工大OLC 507390  

住吉 将英 名大OLC 239000  

棚橋 一樹 名大OLC 502496  

谷平 光一 名大OLC 238897  

中村 亮佑 名大OLC 507349  

藤井 一樹 名工大OLC 507384  

藤井 悠輝 名大OLC 507346  

南 吏玖 名大OLC 502490  

伊藤 良介 京大OLC 507411  

荒川 悠人 東京農工大学 239522  

安齋 音哉 東京農工大学 239632  

板橋 侑樹 東京農工大学 239631  

伊藤 隼太郎 東京農工大学 239624  

押切 嶺於 東京農工大学 239623  

小田 隼士 東京農工大学 239524  

小野 裕登 東京農工大学 239526  

小池 剛大 東京農工大学 239518  

君島 健太 東北大OLC 249306  

今野 陽一 東北大OLC 240420  

菅原 晨太郎 東北大OLC 228172  

高橋 直道 東北大OLC 240524  

寺田 直加 東北大OLC 240423  

西原 大貴 東北大OLC 249314  

江野 弘太郎 慶應義塾大学 505266  

瀧下 真一 浜松OLC/静岡OLC 249337  



上島 浩平 GROK 221880  

伊藤 樹 ES関東 C 221813  

長縄 知晃 静岡OLC 208458  

清水 伸好 入間市OLC 239628  

石渡 雄也 関東学院大学 507406  

市川 礼偉 横浜市立大学 507409  

伊藤 頌太 慶應義塾大学 507476  

上村 太城 慶應義塾大学 502751  

碓井 玲 横浜国立大学 184783  

佐藤 健斗 横浜国立大学 505212  

嶋崎 彰人 関東学院大学 239291  

鈴木 京佑 横浜市立大学 505264  

津田 卓磨 横浜国立大学 505311  

土屋 輝 関東学院大学 509457  

戸澤 貴志 横浜国立大学 502750  

豊島 琉成 関東学院大学 240242  

中嶋 律起 横浜国立大学 505308  

野上 世蓮 横浜国立大学 240621  

林 昇吾 関東学院大学 507410  

福與 太一 横浜国立大学 507532  

藤原 真吾 関東学院大学 505095  

村石 優太 関東学院大学 240502  

八木 恵大 関東学院大学 240503  

山田 光輝 横浜国立大学 505093  

楊 泓志 横浜国立大学 510452  

用松 知樹 慶應義塾大学 510559  

岡野 幹生 東工大OLT 509770  

倉田 瞭一 東工大OLT 509520  

小寺 義伸 東工大OLT 507479  

櫻木 嵩斗 東工大OLT 507472  

瀧井 健介 東工大OLT 509867  

豊澤 義文 東工大OLT 248897  

三浦 開登 東工大OLT 509771  

宮川 靖弥 東工大OLT 507471  

若月 俊宏 東工大OLT 509625  

若松 甫 東工大OLT 509460  

山本 明史 京都OLC   



小泉 成行 O-Support 401887  

西村 駿 入間市OLC   

田中 琉偉 東大OLK 244602  

松島 真之 紅萠会   

稲毛 日菜子 京葉OLクラブ 507582  

古池 将樹 京大OLC 506234  

菅谷 裕志 OLCルーパー 238842  

田中 悠 丘の上 221829  

二俣 真 京大OLC 510495  

鳥居 洸太 東北大OLC 228187  

伊藤 光祐 東北大OLC 228343  

水野 渉吾 静大OLC 505347  

伊藤 拓登 静大OLC 505257  

桑山 倫博 静大OLC 248970  

澤入 圭司 静大OLC 249339  

本田 明良 静大OLC 505256  

森下 晃成 静大OLC 249338  

森田 邦夫 静大OLC 248968  

矢田 祐喜 静大OLC 505345  

渡辺 純平 静大OLC   

和田 佳丈 静大OLC 248967  

溝井 翔太 茨大OLD 506124  

到津 春樹 茨大OLD 239641  

佐藤 一誠 茨大OLD 509762  

菅沼 友仁 茨大OLD 239639  

豊田 健登 茨大OLD 239653  

野沢 星雅 茨大OLD 239640  

堀内 颯介 茨大OLD 509757  

嶋崎 渉 東北大OLC 236139  

茂原 瑞基 広げよう留年の輪 233556  

小暮 喜代志 ES関東 C 500909  

宮本 樹 京葉OLクラブ 510434  

薗部 駿太 東北大OLC 235937  

小林 哲郎 残念会 240424  

国沢 五月 トータス 500456  

藤本 翔太 つばめ会   

太田 一寿 エバニューAC   



森河 俊成 朱雀OK 505317  

吉田 勉 みちの会   

伊地知 淳 千葉大OLC 240249  

磯邉 岳晃 千葉大OLC 240250  

岩佐 一大 千葉大OLC 506389  

笠井 虹汰 千葉大OLC 240111  

水流 尚樹 千葉大OLC 228336  

得能 渉 千葉大OLC 228337  

本多 一成 千葉大OLC 228338  

宮嶋 哲矢 千葉大OLC 228340  

森川 輔 千葉大OLC 205257  

森山 凌佑 千葉大OLC 210377  

寺垣内 航 京葉OLクラブ 189724  

谷川 友太 OLCルーパー 238946  

佐藤 誠也 青葉会 211118 前回大会優勝(M21A2) 

秋山 周平 緑桜会   

前中 脩人 練馬OLC 208295  

池田 俊彦 つるまいOLC   

大橋 陽樹 東大OLK 231445  

菅原 琢 多摩OL 483409  

戸上 直哉 三河OLC/トータス 180893 前回大会優勝(M21E) 

柴沼 健 練馬OLC 222758  

河野 大和 OLK37/練馬OLC   

大東 祐汰 杏友会 208436 レイトエントリー 

入江 崇 サン・スーシ  レイトエントリー 

大西 諒哉 千葉大OLC 210479 レイトエントリー 

鈴木 琢也 KOLC 509456 レイトエントリー 

大橋 晴彦 杏友会 501838 レイトエントリー 

中田 成央 東京農工大学 239525 レイトエントリー 

築地 孝和 朱雀OK/三河OLC 507581 レイトエントリー 

岩井 龍之介 京大OLC 502509 レイトエントリー 

板垣 星哉 KOLC  レイトエントリー 

奥尾 優理 日立市 221792 レイトエントリー 

蔵田 真彦 神奈川県川崎市 502859 レイトエントリー 

高橋 洸太 東工大OLT 507478 レイトエントリー 

浴 歩輝 東工大OLT 248853 レイトエントリー 

福田 拓亮 東工大OLT 509869 レイトエントリー 



高柳 知朗 筑波大学  レイトエントリー 

 

 

・M21AS(22 名) 

氏名 所属 カード番号 備考 

武田 光 横浜OLクラブ   

仁多見 剛 上尾OLC 483353  

神山 康 京葉OLクラブ/竹中村 199117  

澤村 健司 早大OC寿会 502303  

弓削田 槙一 入間市OLC/早大OC37期 231920  

藤村 陸 トータス   

稲垣 善太 早大OC寿会 222754  

坂野 翔哉 京葉OLクラブ/早大OC40期 222759  

天野 仁 早大OC寿会   

山下 大樹 東京都狛江市   

横溝 隆夫 早大OC寿会   

熊見 弘一    

今泉 知也 京葉OLクラブ   

小林 博文 長岡OLC   

中島 怜士 東京農工大学 240514  

城田 直之 早大OC寿会   

武藤 拓王 桐嶺会/横浜OLクラブ   

小池 英希 丘の上   

北川 賢也 ES関東 C 228238  

中澤 寛典 ときわ走林会 180034  

犬塚 眞太郎 早大OC寿会   

見目 憲秋 寿会 222726  

藤森 達也 電通大オリエン同好会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・M35A(25 名) 

氏名 所属 カード番号 備考 

中島 克行 静岡OLC   

赤井 秀和 静岡OLC 210071  

平沢 正紀 つるまい OLC   

土井 洋平 群馬県太田市 233371  

桜井 剛 ES関東クラブ 196643  

森 竜生 横浜OLクラブ 198766  

藤生 考志 東京OLクラブ 221707 前回大会優勝(M30A) 

島崎 和彦 掛川市   

福田 雅秀 川越OLC 190125  

源後 知行 みちの会 507591  

須藤 かおる 入間市OLC 401534  

大林 俊彦 大阪OLC 502619  

鹿野 勘次 岐阜OLC 510336  

奥山 景得 川口OLC/入間市OLC 479514  

近藤 貴文 おしゃがみ党   

小林 岳人 ES関東 C 502860  

木村 修 ES関東クラブ   

渡辺 達也 サン・スーシ 239397  

水嶋 孝久 入間市OLC 483424 前回大会優勝(M40A) 

古市 秀明    

木村 晴彦 Club阿闍梨 505191  

西村 和人 横浜OLクラブ  レイトエントリー 

小野 康 越王会  レイトエントリー 

橋本 浩一 TK 505344 レイトエントリー 

 

 

・M50A(35 名) 

氏名 所属 カード番号 備考 

池ヶ谷 悦朗 早大OC8期 221750 前回大会優勝(MBS) 

小山 俊洋 朱雀OK   

井村 眞一 早大OC寿会   

宮本 幸治 京葉OLクラブ/桐嶺会 251003  

小林 重信 ときわ走林会 509765  



五十嵐 仁    

小泉 辰喜 東京OLクラブ 196185  

徳永 良一 杏友会   

髙橋 洋一 Club阿闍梨   

青木 俊之 練馬OLC 410403  

茅野 耕治 ワンダラーズ 222931  

大竹 信二 越王会   

鵜飼 須彦 OLCルーパー 220416  

谷垣 宣孝 OLP兵庫 210427  

小寺 実 丘の上   

安藤 克美 早大OC寿会   

小島 由幸 入間市OLC 502866  

町井 稔 長野県協会 483414  

柏樹 芳雄 Club阿闍梨   

浦瀬 太郎 TWMU OLK   

井口 良範 高崎OLC 505188  

杉本 光正 ES関東クラブ 223040 前回大会優勝(M50A) 

滝 正晴 静岡OLC 209774  

井上 仁 OLCレオ 504996  

柳澤 貴 ES関東 C   

稲葉 英雄 三河OLC 220378  

池田 博 方向音痴会 502767  

高橋 行男 エバニューAC   

筆谷 敏正 早大OC寿会   

桑山 朋巳 三河OLC 198872  

川又 治 ニコン山の会   

下山 敬史 横浜OLクラブ  レイトエントリー 

川久保 雄介 早大OC寿会  レイトエントリー 

佐賀 寛 OLP兵庫  レイトエントリー 

佐藤 信彦 サンスーシ  レイトエントリー 

 

 

 

 

 

 

 



・M60A(21 名) 

 

 

・M70A(16 名) 

氏名 所属 カード番号 備考 

鈴木 紀夫 Club阿闍梨 510600  

小林 二郎 入間市OLC 209683  

角岡 明 三河OLC 198875  

五十嵐 則仁 横浜OLクラブ 210118  

加藤 昭治 東海市 196166  

大塚 校市 千葉OLK 501019  

田辺 洋一 Club阿闍梨 502858  

藤原 三郎 山梨骨骨クラブ   

川口 正洋    

乗冨 正己 南足柄OL部   

矢後 直次 南足柄OL部   

浦野 弘 入間市OLC 220409  

浅沼 英博 多摩OL   

海老沢 正 入間市OLC 479632  

田中 徹 京葉OLクラブ 209768  

加藤 昭次 多摩OL 502000  

山田 一善 多摩OL   

荒井 正敏 多摩OL 198771  

鈴木 規弘 多摩OL   

久保田 優 入間市OLC 231710  

天明 英之 東京OLクラブ 76957 レイトエントリー 

氏名 所属 カード番号 備考 

田中 博 入間市OLC 401266  

大場 隆夫 サン・スーシ 208254  

永元 秀和 京葉オリエンテーリングクラブ   

伊藤 清 ワンダラーズ 198826  

石田 亘宏 愛知OLC 507583 前回大会優勝(M80A) 

今井 信親 ワンダラーズ 198772  

上田 俊雄 東京OLクラブ 249312  

山本 博司 ES関東クラブ 510601  



 

 

・MBL(４名) 

 

 

・MBS(1 名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋 猛 ワンダラーズ 502618  

児玉 拓 多摩OL   

関野 賢二 YTC78   

小幡 昭次 三河OLC 232453  

高橋 厚 多摩OL 233372  

平島 勝彦 入間市OLC 401745  

酒井 克明 Team白樺 401710  

小笠原 揚太郎 東京OLクラブ 401810 レイトエントリー 

氏名 所属 カード番号 備考 

竹中 庸 神奈川県大和市   

藤田 翔伍 東京農工大学 239627  

武笠 隼人 電通大オリエン同好会  レイトエントリー 

野田 孝祐 電通大オリエン同好会  レイトエントリー 

氏名 所属 カード番号 備考 

天野 暖之 横浜OLクラブ   



・W20A(2 名) 

 

 

・W21A(72 名) 

氏名 所属 カード番号 備考 

今井 里奈 椙山女学園大学 510350  

植村 日向 椙山女学園大学 244529  

氏名 所属 カード番号 備考 

中村 茉菜 ES関東 C/ 早大OC39期 222755 前回大会優勝(W21A) 

吉澤 佳奈  222757  

伊藤 奈緒 静岡OLC   

高野 由紀 入間市OLC/東京OLクラブ 231617  

宮本 和奏 筑波大学/京葉OLクラブ 185368  

八木 千尋 欅会   

古谷 直央 KOLC 501839  

岩﨑 佑美 慶應義塾大学 507531  

渡邉 彩子 トータス   

出田 涼子 阪大OLC 502186  

皆川 美紀子 みちの会 505189 前回大会優勝(W21E) 

五十嵐 羽奏 名大OLC 244542  

伊部 琴美 名大OLC 502491  

河村 優花 名大OLC 231387  

近藤 花保 名大OLC 510352  

須本 みずほ 椙山女学園大学 245058  

土田 千聖 名大OLC 244546  

中野 真優 椙山女学園大学 239146  

中村 沙耶 椙山女学園大学 239115  

余語 文香 椙山女学園大学 244531  

和波 明日香 椙山女学園大学 239149  

石坪 夕奈 東京農工大学 189851  

稲辺 穂乃香 東京農工大学 239523  

菅原 衣織 東京農工大学 239625  

砥石 真奈 東京農工大学 239517  

青代 香菜子 東北大OLC 228280  

久保田 遥 東北大OLC 249307  



小林 祐子 東北大OLC 236032  

水上 玲奈 東北大OLC 239520  

伊東 加織 東北大OLC 228278  

長縄 美春 入間市OLC 210636  

清水 容子 入間市OLC 239539  

加藤 涼子 慶應義塾大学 510456  

清野 幸 横浜国立大学 505263  

篠塚 みずき 横浜市立大学 502501  

田村 一紗 横浜市立大学 505310  

藤井 明日香 関東学院大学 507744  

松田 千果 横浜市立大学 505211  

松本 芽依 横浜市立大学 510455  

上島 乃英 つるまいOLC   

平田 沙弥 奈良女OLC 233265  

浦瀬 香子 TWMU OLK   

山根 萌加 京大OLC 507413  

赤堀 美帆 KOLC 509565  

臼井 千尋 東工大OLT 507364  

宮川 早穂 ES関東 C 183164  

加藤 小雪 フェリス女学院大学   

永山 尚佳 神大OLK 507477  

中神 智香 静大OLC 505255  

水嶋 直子 渋谷で走る会/入間市OLC 220299  

大栗 由希 茨大OLD 506123  

橋本 花恵 茨大OLD 239643  

渡辺 円香 ES関東 C 500910  

杉浦 凜 椙山女学園大学 245056  

川島 実紗 静岡OLC 196146  

香取 瑞穂 京葉OLクラブ 236152  

猪股 紗如 千葉大OLC 240114  

﨑原 美咲紀 千葉大OLC 240110  

鈴木 咲希 千葉大OLC 228231  

矢倉 美励 千葉大OLC 205081  

谷川 理恵 OLCルーパー 238945  

小橋 唯華 京女OLC 505005  

椎名 麻美 三河OLC 211113  

明神 紀子 練馬OLC 244654  



 

 

・W21AS(3 名) 

 

 

・W35A(8 名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

江幡 禎子 青葉会 507341 レイトエントリー 

小川 茉乃 トータス 211110 レイトエントリー 

下村 淳子   レイトエントリー 

阿部 悠 東大OLK 244709 レイトエントリー 

前回大会優勝(W20A) 

二俣 みな子 つくばCocco  レイトエントリー 

池ヶ谷 みのり 一橋大学 244595 レイトエントリー 

八木橋 まい 東北大OLK 236132 レイトエントリー 

佐野 萌子 朱雀OK 510393 レイトエントリー 

氏名 所属 カード番号 備考 

山田 陽子 横浜OLクラブ   

戸谷 みのり 奈良女OG   

横井 里乃 静岡OLC   

氏名 所属 カード番号 備考 

宮本 知江子 京葉OLクラブ/桐嶺会 185348  

和田 美千代 サン・スーシ   

宮川 祐子 ES関東 C   

須藤 友絵 入間市OLC 239629  

大澤 貴子 サン・スーシ   

村越 久子 静岡OLC 483347 前回大会優勝(W30A) 

高津 寿三鈴 Club阿闍梨 505192 前回大会優勝(W40A) 

松元 恭子 Club阿闍梨 185348  



・W50A(5 名) 

 

 

・W60A(5 名) 

 

 

・W70A(4 名) 

 

 

・WBL(1 名) 

 

 

 

 

 

氏名 所属 カード番号 備考 

山田 京子 入間市OLC 239293  

金原 和泉 東京OLクラブ   

上松 典子 サン・スーシ   

池田 玲子  502768 前回大会優勝(WBL) 

服部 早苗 入間市OLC 239293  

氏名 所属 カード番号 備考 

高橋 明美 サン・スーシ   

植松 裕子 入間市OLC 190157  

大塚 ふみ子 千葉OLK 488196  

山本 陽子 ES関東クラブ 510602  

酒井 か代子 Team白樺 401492 前回大会優勝(W60A) 

氏名 所属 カード番号 備考 

大場 節子 サン・スーシ 488155 前回大会優勝(W70A) 

久保 君子 練馬OLC 410412  

石田 美代子 愛知OLC 507584 前回大会優勝(W80A) 

今井 栄 ワンダラーズ 500354  

氏名 所属 カード番号 備考 

井手 千寛  114985  



・WBS(9 名) 

 

 

 

こちらをクリックすると最上段にもどります  

以上 

 

氏名 所属 カード番号 備考 

池 藍 チーム IKEIKE   

泉田 みどり 入間市OLC 401295  

長澤 静代    

天野 理香 早大OC寿会   

近藤 香澄    

近藤 由唯    

近藤 礼奈    

新倉 康子 練馬オリエンテーリングクラブ 222768 前回大会優勝(WBS) 

川久保 智津子 チーム IKEIKE  レイトエントリー 


