
第 21 回横浜オリエンテーリングクラブ大会スタートリスト

M21

12:00:00 (1200) 堀越 和宜 東京大学

12:01:00 (1201) 吉江 一樹 千葉大学 OLC

12:02:00 (1202) 田中 裕也 渋谷で走る会

12:03:00 (1203) 中島 嘉久 静岡 OLC

12:04:00 (1204) 大塚 友一 木酔会

12:05:00 (1205) 翁長 翔平 千葉大学 OLC

12:06:00 (1206) 大木 孝 東京大学

12:07:00 (1207) 新見 健輔 東北大 OLC

12:08:00 (1208) 古里 亮太 東京大学

12:09:00 (1209) 高橋 良英 農工大ＯＬＣ欅会

12:10:00 (1210) 古谷 嵩 東工大 OLT

12:11:00 (1211) 福西 佑紀 東京大学

12:12:00 (1212) 宮崎 大地 東工大 OLT

12:13:00 (1213) 池田 純也 鞍部同好会

12:14:00 (1214) 斎藤 翔太 木酔会

12:15:00 (1215) 大嶋 拓実 東工大 OLT

12:16:00 (1216) 山田 晋太朗 東工大 OLT

12:17:00 (1217) 新城 大樹 東工大 OLT

12:18:00 (1218) 早野 哲朗 京葉 OL クラブ

12:19:00 (1219) 羽野 嵩志 一橋大学

12:20:00 (1220) 小池 英希 JANETS

12:21:00 (1221) 番場 洋子 ぞんびーず

12:22:00 (1222) 小暮 喜代志 木酔会

12:23:00 (1223) 堀田 遼 鞍部同好会

12:24:00 (1224) 西脇 正展 N の会

12:25:00 (1225) 奥村 理也 ウルトラクラブ

12:26:00 (1226) 新 隆徳 入間市ＯＬ C

12:27:00 (1227) 保川 一歩 東工大 OLT

12:28:00 (1228) 西田 陽一 ES 関東 C

12:29:00 (1229) 水野 陽介 農工大ＯＬＣ

12:30:00 (1230) 渡邊 和 樹 千葉大学 OLC

14:00:00 (1400) 後閑 茂弘 丘の上ＯＬＣ

W21

12:34:00 (2234) 井上 舞 東工大 OLT

12:36:00 (2236) 横澤 夕香 木酔会

12:38:00 (2238) 西脇 博子 入間市ＯＬ C

M20

12:26:00 (2226) 宇川 裕亮 東京大学

12:28:00 (2228) 小林 俊也 チ ーバ くん を応 援し 続ける会

12:30:00 (2230) 燧 暁彦 東京大学

12:32:00 (2232) 多比羅 大 チ ーバ くん を応 援し 続ける会

M35

12:00:00 (2200) 小河原 成哲 丘の上ＯＬＣ

12:03:00 (2203) 柴田 達真 Team SKI ‐ O

12:06:00 (2206) 池ヶ谷 悦朗 早大ＯＣ寿会

12:09:00 (2209) 山本 保 サン・スーシ

12:12:00 (2212) 大林 俊彦 大阪ＯＬＣ

12:15:00 (2215) 森川 正巳 京葉 OL クラブ

12:18:00 (2218) 桜井 剛 方向音痴会
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12:20:00 (2220) 茅野 耕治 ワンダラーズ

12:22:00 (2222) 木村 修 ES 関東 C

12:24:00 (2224) 小泉 辰喜 東京 OL クラブ

W35

12:27:00 (2227) 清水 由布子 Team SKI ‐ O

M50

12:01:00 (2201) 阿部 昌隆 東京 OL クラブ

12:04:00 (2204) 藤島 英史 東京 OL クラブ

12:07:00 (2207) 石井 龍男 千葉 OLK

12:10:00 (2210) 山本 博司

12:13:00 (2213) 大塚 校市 千葉 OLK

12:16:00 (2216) 海老沢 正 入間市ＯＬクラブ

12:19:00 (2219) 小林 二郎 入間市ＯＬ C

12:21:00 (2221) 田中 徹 京葉 OL クラブ

12:23:00 (2223) 中安 正弘 春日部 OLC

12:25:00 (2225) 井上 仁 OLC レオ

M65

12:29:00 (2229) 榎本 武 ソニーＯＬＣ

12:31:00 (2231) 原野 幸男 所沢 OLC

12:33:00 (2233) 鈴木 英一

12:35:00 (2235) 高橋 厚 多摩 OL

12:37:00 (2237) 今井 信親 ワンダラーズ

12:39:00 (2239) 伊藤 清 ワンダラーズ

12:40:00 (2240) 峰岸 是雄

12:41:00 (2241) 宇佐美 修一 サン・スーシ

12:42:00 (2242) 久保井 輝政 サン・スーシ

12:43:00 (2243) 高橋 猛 ワンダラーズ

12:44:00 (2244) 鈴木 栄一 千葉 OLK

W20

12:02:00 (2202) 田中 千晶 お茶の水女子大学

12:05:00 (2205) 宮田 理紗 実践女子大学

12:08:00 (2208) 増田 実穂 実践女子大学

W50

12:11:00 (2211) 高橋 明美 サン・スーシ

12:14:00 (2214) 山本 陽子

12:17:00 (2217) 大塚 ふみ子 千葉 OLK

W65

小学生

中学生
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