
氏名 所属 Eカード 氏名 所属 Eカード
清水 俊祐 KOLC 231723 奥尾 優理 茨大OLD 221792
原田 慧吾 KOLC 502754 川崎 翔 茨大OLD 502617
稲森 剛 KOLC 502502 稲田 優幸 ときわ走林会 211086

吉澤 雄大 KOLC 195993 菅沼 友仁 茨大OLD 239639
和田 康次郎 KOLC 221790 野沢 星雅 茨大OLD 239640

浜野 奎 KOLC 221515 到津 春樹 茨大OLD 239641
西下 遼介 KOLC 502499 豊田 健登 茨大OLD 239653
小澤 翔 KOLC 221798 小田桐 正樹 茨大OLD 239541

森元 駿介 KOLC 502038 望月 ヤマト 茨大OLD 502301
坂梨 敬哉 KOLC 221907 長井 健太 東京農工大学 114991
上島 浩平 KOLC 221880 川名 竣介 東京農工大学 180569
角田 貴大 KOLC 500349 澤田 隼弥 東京農工大学 180786
桃井 陽佑 KOLC 505094 菊池 宏希 東京農工大学 180830
藤原 真吾 KOLC 505095 大石 征裕 東京農工大学 183113
坂本 譲 東北大OLC 200537 板橋 侑樹 東京農工大学 183115

佐藤 俊太郎 東北大OLC 200541 小野寺 航 東京農工大学 189851
富田 涼介 東北大OLC 220436 小池 剛大 東京農工大学 183173
堀江 優貴 東北大OLC 200628 島田 雄史 東工大OLT 501021
小平 修 東北大OLC 210741 田口 滉一 東工大OLT 233270

佐藤 誠也 東北大OLC 211118 若松 甫 東工大OLT 501847
高本 育弥 東北大OLC 502873 古殿 直也 東工大OLT 501848
西村 肇倫 東北大OLC 200742 河野 貴大 東工大OLT 501850
福永 貴弘 東北大OLC 210998 小寺 義伸 東工大OLT 233271
横山 裕晃 東北大OLC 200736 神野 直紀 東工大OLT 501744
青芳 龍 東北大OLC 228169 法月 奏太 東工大OLT 233272

伊藤 光祐 東北大OLC 228343 桑原 恒平 東工大OLT 501781
北見 匠 東北大OLC 228245 藤田 純矢 東工大OLT 233377

島崎 誠也 東北大OLC 228244 藤本 翔太 東工大OLT 501782
菅原 晨太郎 東北大OLC 228172 上野 康平 東工大OLT 501783

高橋 駿 東北大OLC 228294 尾山 直駿 東工大OLT 233378
谷口 惠祐 東北大OLC 228188 小原 和彦 東工大OLT 501846

種澤 遼太郎 東北大OLC 228171 藤村 陸 トータス レンタル
鳥居 洸太 東北大OLC 228187 田濃 邦彦 静岡OLC 502299
長岡 凌生 東北大OLC 228345 近藤 康満 トータス 180888
古屋 洸 東北大OLC 228241 八神 遥介 ときわ走林会 レンタル

水田 達也 東北大OLC 228174 石田 悠人 阪大OLC 502187
室谷 拓治 東北大OLC 228277 新貝 康将 レンタル

八重樫 篤矢 東北大OLC 228189 徳増 宏基 つばめ会 レンタル
渡邊 大地 東北大OLC 228173 新粥 文哉 チーバくんを応援する会 レンタル
荒井 純 東北大OLC 236140 衣川 浩輔 TUDO 182495
飯田 司 東北大OLC 236029 岡本 圴史 札幌オリエンテーリングクラブ レンタル
石森 晃 東北大OLC 235833 鹿野 勘次 岐阜OLC 500987
石渡 望 東北大OLC 236039 堀田 遼 トータス 210012

伊藤 拓馬 東北大OLC 236030 新 隆徳 入間市OLC 239644
金子 哲士 東北大OLC 236043 森田 拓之 レンタル
唐木 朋也 東北大OLC 236041 小山 清 京葉OLクラブ 232421
坂本 健悟 東北大OLC 236038 石澤 俊崇 トータス レンタル
嶋崎 渉 東北大OLC 236139 稲毛 日菜子 京葉OLクラブ 168131

薗部 駿太 東北大OLC 235937 福田 雅秀 川越OLC 190125
西平 楽 東北大OLC 236042 宮本 幸治 京葉OLクラブ レンタル
保苅 優 東北大OLC 236044 宮本 和奏 京葉OLクラブ 185368
星 歩夢 東北大OLC 236026 村上 巧 つばめ会27期 レンタル

堀江 直人 東北大OLC 236141 武田 光 横浜OLクラブ レンタル
山田 基生 東北大OLC 236150 石塚 脩之 横浜OLクラブ/OK-Info レンタル
久野 元嗣 千葉大OLC 228231 浦瀬 香子 TWMU OLK レンタル
宮嶋 哲矢 千葉大OLC 228336 浦瀬 太郎 TWMU OLK レンタル
磯邊 岳晃 千葉大OLC 228337 竹下 俊輔 桐嶺会 レンタル
得能 渉 千葉大OLC 228338 大木 孝 みちの会 レンタル

岩佐 一大 千葉大OLC 228340 城田 直之 レンタル
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氏名 所属 Eカード 氏名 所属 Eカード
山本 信彰 鳩の会 レンタル 根上 侑己 桐朋IK 505110
渡辺 研也 福島OLC レンタル 園部 仁士 桐朋IK レンタル

久米田 誉晃 青葉会 502856 長尾 理生 桐朋IK レンタル
茅野 耕治 ワンダラーズ 222931 八木 智寛 桐朋IK 505089
松澤 俊行 浜松学院大学短期大学部 レンタル 金子 泰樹 桐朋IK 505090
木村 耕平 入間市OLC 83105 前田 芳樹 レンタル
吉田 勉 みちの会 レンタル 堀田 遼 トータス 210012

町田 吉広 山たのクラブ レンタル 福島 大輝 田岡荘 レンタル
小林 二郎 入間市OLC 209683 山根 祥延 大阪OLC レンタル
小林 大悟 筑波大学 220406 小林 岳人 ES関東C 180816
蔵田 真彦 神奈川県川崎市 38792 大沢 良太 静大OLC OB レンタル
片桐 悟 静大OLC 220401 寺垣内 航 京葉OLクラブ 189724

紅林 亮平 静大OLC レンタル 伊藤 樹 KOLC 221813
齋藤 駿 静大OLC 220400 吉田 涼哉 金大OLC 196349

瀧下 真一 静大OLC 220287 見目 憲秋 寿会39期 222726
桑山 倫博 静大OLC 220392 田村 朋宏 セゾン情報システムズ 502506
本田 明良 静大OLC レンタル
結城 克哉 トータス 183162

小暮 喜代志 ES関東C 500909
増澤 すず 筑波大学 500346
清水 伸好 入間市OLC レンタル
水嶋 孝久 入間市OLC 483424 氏名 所属 Eカード
水嶋 直子 渋谷で走る会 220299 平松 夕衣 KOLC 221973
高広 伯彦 東京ハセツネクラブ レンタル 三浦 やよい KOLC 205206
河北 拓人 筑波大学 220405 松田 千果 KOLC 196342
宮川 達哉 所沢OLC 483422 篠塚 みずき KOLC 502501
荒井 正敏 多摩OL 198771 村田 茉奈美 KOLC 500351
折橋 旺 麻布学園OLK 196118 田村 一紗 KOLC 196344

金子 隼人 麻布学園OLK 196104 野村 麻奈 KOLC 205195
松本 諒 福島大OLC レンタル 上妻 紅音 KOLC 221809
高松 涼 福島大OLC 210422 古谷 直央 KOLC 501839

南野 耀平 レンタル 長谷川 真子 東北大OLC 200593
鳥居 正 ときわ走林会 レンタル 伊佐野 はる香 東北大OLC 210419

澤口 弘樹 練馬OLC 222756 臼井 沙耶香 東北大OLC 211004
篠原 岳夫 渋谷で走る会 221789 高橋 ひなの 東北大OLC 210432
今泉 正喜 ときわ走林会 500907 高橋 友理奈 東北大OLC 200643
太田 一寿 エバニューAC レンタル 青代 香菜子 東北大OLC 228280
坪居 大介 つばめ会 レンタル 伊東 加織 東北大OLC 228278
大澤 元成 札幌農学校 レンタル 川又 美南 東北大OLC 228292
横尾 和広 レンタル 諏訪 夏海 東北大OLC 228291
早川 徹彦 東京農工大学 レンタル 小林 祐子 東北大OLC 236032
小泉 知貴 入間市OLC 221539 三木 智海 千葉大OLC 240110
花澤 和男 レンタル 田口 由季 千葉大OLC 240111
杉本 光正 ES関東クラブ 223040 鈴木 咲希 千葉大OLC 240114
山上 大智 東大OLK 30期 173176 森谷 風香 千葉大OLC 240247
山本 哲也 金大OLC 196236 香取 菜穂 千葉大OLC 240248
渡邊 壮 金大OLC 196237 稲垣 秀奈美 千葉大OLC 240249

神谷 孫斗 金大OLC 196239 小山 智子 千葉大OLC 240250
本村 汰一朗 金大OLC 196240 勝山 佳恵 茨大OLD 221578

石崎 建 金大OLC 196346 八木 千尋 東京農工大学 180570
稲島 一真 金大OLC 196347 石坪 夕奈 東京農工大学 180886
福留 悠斗 金大OLC 196348 菅原 衣織 東京農工大学 180887
石輪 健樹 ときわ走林会 レンタル 稲邊 穂乃香 東京農工大学 183114
橘 孝祐 横浜国立大学大学院 502503 渡邉 彩子 トータス レンタル

小竹 佳穂 筑波大学 220403 仁多見 剛 上尾OLC 483353
小川 茉乃 トータス 211110 小寺 実 丘の上 レンタル
鈴木 瑠 桐朋IK 505111 松崎 崇志 京葉OLC 502605

高橋 宏太郎 桐朋IK レンタル 大塚 校市 千葉OLK 501019
迫田 勝太 桐朋IK レンタル 海老沢 正 入間市OLC 479632
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氏名 所属 Eカード 氏名 所属 Eカード
菊澤 恵三 多摩OL レンタル 田島 利佳 みちの会 レンタル
針谷 尚幸 杏友会 レンタル 根本 雅昭 東京OLクラブ 76960
浦野 弘 入間市OLC 220409 鈴木 挙直 京葉OLクラブ レンタル

赤井 秀和 静岡OLC 210071 森田 桜織 丘の上 500352
赤坂 太郎 レンタル 大澤 貴子 Team白樺 レンタル
横溝 隆夫 早大OC寿会 レンタル 栗原 友和 JGI レンタル
神山 康 京葉OLクラブ レンタル 山森 汐莉 金大OLC 196345

南家 弘章 NNKKKN 210527 豊島 愛基 桐朋IK レンタル
柏樹 芳雄 Club阿闍梨 レンタル 屋敷 龍吾 桐朋IK 233260
尾崎 高志 レンタル 伊藤 悠真 桐朋IK 505000
奥山 有功 青葉会 レンタル 大林 俊彦 大阪OLC 502619
高野 由紀 入間市OLC 231617 小林 正子 ES関東C 221810

宮本 知江子 京葉OLクラブ 185348 新見 哲也 竹中村 レンタル
桜井 剛 ES関東クラブ 196643 渡辺 達也 サンスーシ 410192

小池 英希 丘の上 レンタル 湯浅 綾子 レンタル
今泉 知也 京葉OLクラブ レンタル 熊見 弘一 寿会 レンタル
奥山 景得 川口OLC 479514 虎谷 栄一郎 早大OC寿会 999999
中村 茉菜 早大OC39期 222755 小林 博文 早大OC寿会 レンタル
宮川 祐子 ES関東C レンタル 大塚 友一 早大OC寿会 483384

栗原 真季子 サン・スーシ 500459 弓削田 槙一 入間市OLC 231920
福島 義治 多摩OL レンタル Tan Xiaoping Learnjoy Sports 98566
小倉 秀一 ラジオリエンズ 114988
町井 稔 長野県協会 483414

河村 健二 横浜OLクラブ レンタル
乗冨 正己 南足柄OL部 レンタル
木村 修 ES関東C レンタル 氏名 所属 Eカード

大橋 晴彦 杏友会 501838 生田 崚 KOLC 502500
近藤 貴文 おしゃがみ党 レンタル 中嶋 律起 KOLC 196641
鈴木 真 はぴとれ迪草日和 レンタル 清野 幸 KOLC 505263

齋藤 英之 川越OLC 210198 関戸 一樹 KOLC 196660
小笠原 揚太郎 東京OLクラブ 401810 佐藤 健斗 KOLC 196661

上條 圭 方向音痴会 レンタル 津田 卓磨 KOLC 196669
滝 正晴 静岡OLC 209774 侭田 卓磨 KOLC 196671
森 竜生 横浜OLクラブ 198766 中原 遼太 KOLC 196675

吉田 しのぶ 方向音痴会 レンタル 鈴木 京佑 KOLC 505264
天明 英之 東京OLクラブ 412182 富岡 恒介 東北大OLC 236028
青木 俊之 練馬OLC 410403 本多 一成 千葉大OLC 205081

北村 ポーリン DIVAS レンタル 森山 凌佑 千葉大OLC 205237
下山 敬史 横浜OLクラブ レンタル 橋本 花恵 茨大OLD 239643

二俣 みな子 つくばCocco レンタル 西川 智美 茨大OLD 161183
伊藤 奈緒 静大OLC 220394 蒲池 唯 茨大OLD 210552

玉木 沙羅々 静大OLC 220396 小室 菜々子 茨大OLD 210906
大野 政男 下野市OLC 240112 田村 和士 東京農工大学 183172
山田 一善 多摩OL レンタル 網 優希 浦和高校 レンタル
渡辺 円香 ES関東C 500910 伊藤 多朗 浦和高校 レンタル
下村 淳子 青葉会 レンタル 猪股 正裕 浦和高校 レンタル
橋本 浩一 武相高校 505344 太田 哲平 浦和高校 レンタル
清水 善博 山梨骨骨クラブ レンタル 齋藤 佳大 浦和高校 レンタル
阿部 央幸 麻布学園OLK 196119 下鳥 翔平 浦和高校 レンタル
久保木 航 麻布学園OLK 196126 田村 太陽 浦和高校 レンタル
小寺 智樹 麻布学園OLK 196128 宮腰 敦 浦和高校 レンタル
福室 凛 麻布学園OLK 196129 安江 将貴 浦和高校 レンタル

篠原 夏子 渋谷で走る会 レンタル 伊勢 悠一朗 浦和高校 レンタル
清古 光 麻布学園OLK 195997 岩尾 駿 浦和高校 レンタル

小野澤 清楓 群馬大学 231876 金井 晴生 浦和高校 レンタル
田辺 洋一 Club阿闍梨 502858 神尾 友也 浦和高校 レンタル
古市 秀明 レンタル 岸 大輝 浦和高校 レンタル
井口 良範 高崎OLC レンタル 熊田 将 浦和高校 レンタル
佐藤 繁 レンタル 齋藤 龍ノ介 浦和高校 レンタル
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氏名 所属 Eカード 氏名 所属 Eカード
佐々木 健 浦和高校 レンタル 鈴木 榮一 千葉OLK 483407
澤木 智哉 浦和高校 レンタル 松林 利枝子 レンタル
鈴木 翔 浦和高校 レンタル 鈴木 正夫 千葉OLK 483383
竹澤 嶺 浦和高校 レンタル

三宅 晟央 浦和高校 レンタル
山口 悠斗 浦和高校 レンタル
横田 隆弥 浦和高校 レンタル
三浦 開登 東工大OLT 233379
堀川 晃太 東工大OLT 220216 氏名 所属 Eカード
浴 歩輝 東工大OLT 220281 徳光 さゆり 中大附中WILDLIFE レンタル

樫森 康晴 東工大OLT 220290 原田 山人 南行徳で走る会 レンタル
伊庭 しづる 中大附高WILDLIFE レンタル 高橋 洋之 レンタル
岡崎 弘幸 中大附属WILDLIFE レンタル 高橋 宗志 レンタル
渋谷 泰樹 入間市OLC 231889 白石 達也 入間市OLC 239537
山田 陽子 竹中村 レンタル 佐藤 文 レンタル
大橋 朋未 レンタル 谷口 和嘉子 レンタル
海野 忠秋 川越OLC 210093 土屋 健一 レンタル

海野 とみ子 川越OLC 185290 米田 稔 レンタル
神山 綾 京葉OLクラブ レンタル 小畑 剣士 レンタル

安藤 克美 早大OC寿会 レンタル 久保 和彦 加波一族 レンタル
高橋 明美 サン・スーシ レンタル 新保 和久 越王会 レンタル
山村 泰我 レンタル 大導寺 真理 レンタル
原野 幸男 所沢OLC 500884 小柳 芳雄 ジョグスパ レンタル

久保田 宏彰 福島県協会 レンタル 老沼 志朗 レンタル
田中 博 入間市OLC 401266 大久保 江莉 エバニューAC レンタル

金原 和泉 東京OLクラブ 76955 豊島 利男 早大OC寿会 レンタル
吉田 菜々子 みちの会 レンタル 綱 淳壱郎 レンタル
田邉 恒明 レンタル 亀田 是統 早大OC寿会 レンタル
細川 風輝 静大OLC レンタル

宮田 信一郎 入間市OLC 83089
清水 容子 入間市OLC 239539
今井 信親 ワンダラーズ 198772
今井 栄 ワンダラーズ 500354

成田 美奈子 入間市OLC 220305 氏名 所属 Eカード
大沼 翼 麻布学園OLK 195999 秋山 愛琳 中大附高WILDLIFE レンタル

栗田 稜也 麻布学園OLK 195998 浦上 美夏海 中大附高WILDLIFE レンタル
青島 秀武 武蔵野市 レンタル 田村 勇眸 中大附中WILDLIFE レンタル

青島 光太郎 634-hs.met. レンタル 竹原 綾音 中大附中WILDLIFE レンタル
伊東 陽子 広島OLC 173178 髙橋 洋一 Club阿闍梨 レンタル
竹村 龍悟 麻布学園OLK レンタル 千田 誠 Club阿闍梨 レンタル

伊藤 みどり エバニューAC レンタル 木村 晴彦 Club阿闍梨 レンタル
関野 賢二 YTC78 レンタル 平島 勝彦 入間市OLC 401745
若梅 友行 横浜OLクラブ レンタル 津久井 照夫 館林OLC レンタル
杉本 真木 ES関東クラブ レンタル 笠原 健司 Club阿闍梨 183071
伊藤 祐 筑波大学 レンタル 中島 瑞恵 Club阿闍梨 レンタル

菅野 裕貴 kolc 505267 伊藤 正美 Club阿闍梨 レンタル
斎藤 光宏 kolc レンタル 芦田 広美 Club阿闍梨 レンタル
川又 治 ニコン山の会 レンタル 国分 幸二 Club阿闍梨 レンタル
児玉 拓 多摩OL レンタル 釘嶋 岳幸 Club阿闍梨 レンタル

中安 正弘 春日部LC 210519 川久保 雄介 早大OC寿会 レンタル
計良 優輝 桐朋IK レンタル 笹崎 良夫 Club阿闍梨 レンタル
関谷 裕生 桐朋IK 502851 近藤 香澄 レンタル

一力 直太郎 桐朋IK 502494 田村 晃子 Club阿闍梨 レンタル
奥村 尚史 桐朋IK 233269 井村 眞一 早大OC寿会 レンタル
大槻 直央 桐朋IK レンタル 坂倉 豊 Club 阿闍梨 レンタル
高橋 裕貴 桐朋IK 505091 根岸 貞夫 Club阿闍梨 レンタル
御子神 圭 桐朋IK 505092 福井 奈穂 Club阿闍梨 レンタル
国沢 琉 筑波大学附属高校1年 500456 光瀬 美樹 Club阿闍梨 レンタル
天野 仁 早大OC寿会 レンタル 古根 将 Club阿闍梨 レンタル
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氏名 所属 Eカード
久津間 紗希 レンタル
村井 健二 Club阿闍梨 レンタル
嵯峨 宏子 Club阿闍梨 レンタル
細田 守雄 Club阿闍梨 レンタル
神尾 篤 NTRT レンタル
高橋 厚 多摩OL 233372

村井 朋子 Club阿闍梨 レンタル
久米 慧 麻布学園OLK レンタル

宮川 優斗 麻布学園OLK レンタル
望月 佳 麻布学園OLK レンタル

石井 尚久 FOREVER38s レンタル
矢島 巧 東農大三高OL部 199508

金井 桂一 方向音痴会 レンタル
木村 聡 Club阿闍梨 220319

高橋 惠子 Club阿闍梨 レンタル
三田 一英 Club阿闍梨 501741

池ヶ谷 悦朗 寿会 221750
若梅 節子 横浜OLクラブ レンタル
服部 早苗 Club阿闍梨 レンタル
東 裕明 Club阿闍梨 レンタル

小田 尚徹 レンタル
中村 海斗 桐朋IK レンタル
池ヶ谷 牧 方向音痴会 レンタル

高津 寿三鈴 Club阿闍梨 レンタル
三浦 晃一朗 筑波大学附属高校1年 レンタル
黒田 諄人 筑波大学附属高校1年 レンタル
古寺 功明 筑波大学附属高校1年 レンタル
筆谷 敏正 早大OC寿会 レンタル
竹中 庸 神奈川県大和市 レンタル

氏名 所属 Eカード
石原 妃茉莉 中大附中WILDLIFE レンタル
阿部 愛夏 中大附中WILDLIFE レンタル
三枝 優一 中大附中WILDLIFE レンタル
寺村 涼介 中大附中WILDLIFE レンタル
居蔵 亮志 中大附中WILDLIFE レンタル
北島 咲江 中大附属WILDLIFE レンタル
土屋 岳大 レンタル
永元 秀和 京葉OLクラブ レンタル

新井田 由理 レンタル
栗林 知輝 武相OLK レンタル
鈴木 万結 東農大三高OL部 199506
酒井 心菜 東農大三高OL部 199507
大熊 陽奈 東農大三高OL部 199380
伊藤 和 東農大三高OL部 199284

濱嶋 優太 レンタル
高田 有子 レンタル
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