
第29回埼玉県オリエンテーリング協会大会　／　第14回オリエンテーリング東京都選手権大会

ス　タ　ー　ト　リ　ス　ト

●：各都県の選考会対象者　／　☆：選手権大会対象者

【 M21A 】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

10:40 加藤　弘之 ES関東C 410183 ●☆

10:42 岡部　淳 入間市OLC 410175 ●☆

10:44 大木　孝 みちの会 157881 ●☆

10:46 有田　龍太郎 横浜OLクラブ rental ☆ ●

10:48 多比羅　大 千葉県協会 rental ●

10:50 太田　貴大 みちの会 rental ●☆ ☆

10:52 尾崎　渉 まめこ隊 rental

10:54 真保　陽一 東大OLK 150109 ●☆

10:56 結城　克哉 東大OLK 183162 ●☆

10:58 山上　大智 東大OB rental ●☆

11:00 舘野　瑞樹 東大OLK 168978 ●☆

11:02 高橋　元気 みちの会 84317 ●☆ ☆

11:04 登坂　祥大 丘の上 rental ●

11:06 紺野　俊介 横浜OLクラブ 402170 ●

11:08 糸賀　翔大 東大OLK 168952 ●☆

【 W21A 】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

10:41 岡部　悦子 入間市OLC 412645 ●☆

10:43 渡辺　円香 ES関東C 77045 ●☆

10:45 花木　睦子 鳩の会 rental ●

10:47 大河内　恵美 KOLC 161310 ●

10:49 高野　美春 入間市OLC 412173 ●☆

10:51 田島　利佳 みちの会 417212 ●☆

10:53 尾崎　理華 まめこ隊 rental

11:53 番場　洋子 ぞんび～ず 77052 ●☆

【 M65A (東京都選手権) 】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

10:54 高橋　厚 多摩ＯＬ 483410 ●☆65

10:56 児玉　拓 多摩OL rental ●☆65

【 M50A】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

11:04 後閑　茂弘 rental ●☆

11:05 小笠原　揚太郎 東京OLクラブ 401810 ● ☆65

11:06 明石　五郎 春日部OLC 409854 ●

11:07 杉本　光正 ＥＳ関東クラブ 483406 ●☆

11:08 天明　英之 東京OLクラブ 418182 ●☆

11:09 平　雅夫 多摩ＯＬ 157867 ●☆

11:10 池田　博 方向音痴会 rental ●☆

11:11 高原　進 483412 ●

11:12 鈴木　榮一 千葉県協会 483407 ●

11:13 宇野　浩一 多摩OL 478448 ●☆

11:14 海老沢　正 入間市OLC 479632 ●

11:15 齋藤　和助 千葉県協会 rental ●

11:16 菅家　征史 川越OLC 171779 ●

11:17 中安　正弘 春日部OLC 146723 ● ☆65
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●：各都県の選考会対象者　／　☆：選手権大会対象者

【 M50A 】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

11:18 荻田　育徳 OC⊿下野 401591

11:19 Vetter Joerg 多摩OL 95117 ●☆

11:20 早野　哲朗 千葉県協会 401342 ●

11:21 原野　幸男 所沢OLC 171793 ●

11:22 大塚　校市 千葉県協会 483411 ●

11:23 下山　敬史 横浜OLクラブ 410158 ●

11:24 豊島　利男 早大OC寿会 rental ●☆

11:25 津久井　照夫 館林OLC rental

11:26 河村　健二 横浜OLクラブ 154833 ●

11:27 寺嶋　一樹 ES関東C 412472 ●☆

11:28 阿部　昌隆 東京ＯＬクラブ 76959 ●☆

11:29 梅林　正治 多摩ＯＬ rental ●☆

11:30 田島　三郎 入間市OLC 401738 ●

11:31 小山　清 千葉県協会 rental ●

11:32 海野　忠秋 川越OLC 412170 ●

11:33 石井　龍男 千葉県協会 409862 ●

11:34 奥山　景得 川口OLC 479514 ●

11:35 坂田　年男 川越OLC 171822 ●

11:36 田中　博 入間市OLC 401266 ●

11:37 山田　一善 多摩ＯＬ rental ●☆

11:38 井口　良範 高崎OLC rental

11:39 田口　敏夫 川越OLC 171759 ●

11:40 小林　二郎 入間市OLC 150105 ● ☆

11:41 二木　誠 ソニーOLC rental ●☆

11:42 桜井　剛 ＥＳ関東クラブ 412602 ●☆

11:43 加藤　昭次 多摩OL 410697 ●☆

11:44 高橋　猛 ワンダラーズ 410172 ●

11:45 平島　勝彦 入間市OLC 401745 ●

11:46 小林　岳人 千葉県協会 400816 ●

11:47 大橋　晴彦 杏友会 182349 ●☆

11:48 橘　直隆 上尾OLC 171780 ●

11:49 中山　勝 春日部OLC 409792 ●

11:50 岡本　隆之 ＯＬＰ兵庫 189850 ●☆

11:51 鈴木　正夫 千葉県協会 483383 ●

【 W45A 】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

10:47 宮本　知江子 千葉県協会 185348 ●

10:49 金原　和泉 東京OLクラブ 76955 ●☆

10:51 服部　早苗 rental ☆

10:53 海野　とみ子 川越OLC 185290 ●

10:55 加藤　伶子 入間市OLC 402185 ●

10:57 浦瀬　香子 女子医大OLK rental ●☆

10:59 渡辺　加与美 入間市OLC 401448 ●

11:01 宇野　明子 多摩OL 478440 ●☆

11:03 高橋　明美 サン・スーシ rental ●

11:05 田中　洋子 入間市OLC 401295 ●

11:07 大塚　ふみ子 千葉県協会 488196 ●
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●：各都県の選考会対象者　／　☆：選手権大会対象者

【 M35A 】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

10:59 森山　松年 春日部OLC 146722 ●

11:01 照井　幸太 横浜OLクラブ rental ●

11:03 須藤　かおる 入間市OLC 401534 ●

11:05 宮城島　俊太 みちの会 76917 ●

11:07 伊東　博司 広島OLクラブ 412475

11:09 青木　俊之 練馬ＯＬＣ 410403 ●☆

11:11 今泉　正喜 ときわ走林会 rental

11:13 藤生　考志 東京ＯＬクラブ 412628 ●☆

11:15 菅原　琢 多摩OL 488352 ●☆

11:17 Rebrasseur Eric 多摩OL rental ●☆

11:19 橋本　浩一 武相高校 410181 ●

11:21 木村　耕平 入間市OLC 409781 ●

11:23 青木　誠 rental

11:25 飯野　雅人 横浜OLクラブ rental ●

11:27 奥田　健史 千葉県協会 rental ●

11:29 大塚　友一 千葉県協会 483384 ●

11:31 山本　真司 ES関東C rental ●☆

11:33 源後　知行 みちの会 183122 ● ☆

11:35 森　竜生 横浜OLクラブ 411168 ☆ ●

11:37 武藤　拓王 rental ●

11:39 清谷　智弘 横浜OLクラブ 38805 ●

11:41 浦瀬　太郎 女子医大OLK rental ●☆

11:43 小林　重信 ときわ走林会 rental

11:45 天野　仁 横浜OLクラブ rental ●☆

11:47 小峰　利憲 川口OLC 134764 ● ☆

【 W30A 】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

10:40 植松　彩 入間市OLC 409192 ●

10:42 山本　桃子 ES関東C rental ●☆

10:44 須藤　友絵 入間市OLC 401580 ●

10:46 清谷　千鶴 横浜OLクラブ 38808 ●

10:48 寺嶋　貴美江 ES関東C 410125 ●☆

10:50 高野　由紀 入間市OLC 408515 ●

10:52 和田　美千代 サン・スーシ rental ●

【 M20A 】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

11:13 渡辺　竜希 武相高校 rental ●

11:14 新井　陽常 浦和高校OLK rental ●

11:15 網野　皓介 桐朋IK rental ●☆

11:16 久米　悠介 麻布学園OLK rental ●☆

11:17 中野　草平 浦和高校OLK rental ●

11:18 齋藤　嵩 千葉県協会 rental ●

11:19 祐谷　大輝 東大OLK 182274 ●☆

11:20 田中　亮蔵 浦和高校OLK rental ●

11:21 鈴木　広志 東農大三高 185380 ●

11:22 藤田　純矢 麻布学園OLK rental ●☆
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11:23 鈴木　祐太郎 浦和高校OLK rental ●

11:24 小林　直登 桐朋IK 183064 ●☆

11:25 羽田　将弘 武相高校 rental ●

11:26 住本　陸 浦和高校OLK rental ●

11:27 森田　夏水 桐朋IK 183073 ●☆

11:28 平木　達也 東大OLK 169092 ●☆

11:29 松浦　良明 浦和高校OLK rental ●

11:30 長井　健太 桐朋IK 114991 ●☆

11:31 西村　直哉 麻布学園OLK rental ●☆

11:32 渡辺　春樹 浦和高校OLK rental ●

11:33 原　万尋 桐朋IK 185397 ●☆

11:34 塩田　彩人 武相高校 rental ●

11:35 中村　碩希 浦和高校OLK rental ●

11:36 早川　和秀 桐朋IK 183074 ●☆

11:37 高見澤　 翔一 麻布学園OLK rental ●☆

11:38 原　周 浦和高校OLK rental ●

11:39 森川　周 桐朋IK rental ●☆

11:40 大城　真人 武相高校 rental ●

11:41 加藤　秀 浦和高校OLK rental ●

11:42 山川　登 桐朋IK 183075 ●☆

11:43 宮本　樹 千葉県協会 185352 ●

11:44 高塚　智之 浦和高校OLK rental ●

11:45 柴沼　健 桐朋IK 147934 ●☆

11:46 小島　拓也 東大OLK 168968 ●☆

【 W20A 】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

10:41 砂田　莉紗 KOLC 184870 ●

10:43 伊東　瑠実子 東大OLK 412476 ●☆

10:45 宮本　和奏 千葉県協会 185368 ●

【 M18A】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

11:06 黒圖　雄也 東農大三高 146732 ●

11:08 矢島　巧 東農大三高 146743 ●

11:10 山田　航平 中大附高生物部 rental ☆

11:12 市川　直人 東農大三高 146734 ●

11:14 上岡　育樹 東農大三高 171743 ●

11:16 石川　聖也 東農大三高 146740 ●

11:18 武田　直之 中大附中生物部 rental ☆15

11:20 金井　亮介 東農大三高 171744 ●

11:22 島野　椋 東農大三高 171706 ●

11:24 満井　康晟 東農大三高 146736 ●

11:26 床並　忍 武相高校 rental ●

11:28 岩田　千輝 東農大三高 183063 ●

11:30 開米　秀策 東農大三高 171705 ●

11:32 廿楽　大輝 東農大三高 171704 ●

11:34 山崎　慎之助 中大附高生物部 rental ☆
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【 M18A】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

11:36 堀元　崇史 東農大三高 185270 ●

11:38 忽滑谷　眞一 東農大三高 146733 ●

11:40 岩田　勇郷 東農大三高 146735 ●

11:42 及川　翔太 中大附中生物部 rental ☆15

11:44 山川　拓未 東農大三高 146737 ●

11:46 青木　遥亮 東農大三高 146731 ●

【 W18A 】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

10:40 田邉　萌 中大附高生物部 rental ☆

10:42 榎本　由佳里 東農大三高 146741 ●

【 M15A (東京都選手権) 】
時間 氏　名 所　属 E-card 埼玉 東京 神奈川 千葉

11:48 大石　洋輔 桐朋IK 183067 ●☆15

11:49 佐藤　隆 桐朋IK rental ●☆15

11:50 馬場　啓 麻布学園OLK rental ●☆15

11:51 浜口　哲 桐朋IK rental ●☆15

11:52 青島　光太郎 武蔵野東中 rental ●☆15

11:53 高橋　友徳 桐朋IK 183069 ●☆15

11:54 市川　智基 麻布学園OLK rental ●☆15

11:55 荘司　竜大 桐朋IK rental ●☆15

11:56 池田　匠 rental ●☆15

11:57 大菱池　遼 桐朋IK 183070 ●☆15

11:58 小崎　舜真 麻布学園OLK rental ●☆15

11:59 国沢 　楽 桐朋IK 412177 ●☆15

【 MB 】
時間 氏　名 所　属 E-card

10:44 小川　友岳 クラブ阿闍梨 rental

10:46 照井　壮太 横浜OLクラブ rental

【 WB 】
時間 氏　名 所　属 E-card

10:48 服部　七星 中大附高生物部 rental

10:50 宇田川　莉那 中大附中生物部 rental

10:52 加来　祐子 中大附中生物部 rental

10:54 池田　玲子 rental

10:56 内山　梨紗 中大附中生物部 rental

10:58 伊庭　しづる 中大附中生物部 rental

【 N (含:東京都協会 M12) 】
時間 氏　名 所　属 E-card

10:41 佐々木　友香 東農大三高 146739

10:47 寺嶋　謙一郎 ES関東C rental

10:53 青島　多希子 武蔵野市 rental
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