
第 32 回京葉オリエンテーリングクラブ大会 

スタートリスト 

 

  ＜L クラス＞ 

スタート時刻 氏名 所属 E カード番号 

10:30 長友 武司 千葉 OLK レンタル 

10:31 渡辺 円香 ES 関東 C 77045 

10:32 今井 信親 ワンダラーズ 479473 

10:33 宮川 祐子 ES 関東 C 173194 

10:34 藤村 陸 早大 OC 87665 

10:35 須藤 かおる 入間市ＯＬＣ 401534 

10:36 中安 正弘 春日部 OLC レンタル 

10:37 伊東 博司 広島 OL クラブ 412475 

10:38 金築 伸佳  レンタル 

10:39 久保井 輝政 サン・スーシ 410166 

10:40 関野 賢二 YTC レンタル 

10:41 石井 龍男 千葉 OLK 409862 

10:42 高見澤 健吾 青葉会 180474 

10:43 高橋 佳子 OCΔ下野 161209 

10:44 宇野 浩一 多摩 OL 478448 

10:45 松浦 吉晃 OPC43 レンタル 

10:46 源後 知行 みちの会 183122 

10:47 有泉 幸彦 新宿 OLC 183165 

10:48 松澤 俊行 静岡ＯＬＣ 410185 

10:49 渡邉 彩子 早大 OC 92790 

10:50 木村 耕平 入間市 OLC 409781 

10:51 高橋 厚 多摩ＯＬ 483410 

10:52 小野 賢二 多摩 OL 483417 

10:53 鈴木 榮一 千葉 OLK 483407 

10:54 岡本 隆之 OLP 兵庫 412132 

10:56 鈴木 恒久 多摩 OL レンタル 

10:57 今井 直樹 墨田区壁登組 レンタル 

10:58 奥山 景得 川口 OLC 479514 

10:59 鈴木 智順 千葉県立船橋高校 レンタル 

11:00 弓削田 槙一 早大 OC 170203 

11:01 吉江 一樹 千葉大 OLC 161124 

11:02 赤井 秀和 静岡 OLC 412190 

11:03 横澤 夕香 ES 関東 C レンタル 

11:04 富田 英幸 千葉大 OLC 169964 



スタート時刻 氏名 所属 E カード番号 

11:05 瀧澤 開 千葉大 OLC 169235 

11:06 酒井 克明 調布オリエンテーリング協会 401710 

11:07 中北 勝 ソニーOLC レンタル 

11:08 井口 良範 高崎 OLC レンタル 

11:09 安達 郁哉 県立船橋高校 レンタル 

11:10 須藤 友絵 入間市ＯＬＣ 401580 

11:11 根本 直人 千葉大 OLC 77046 

11:12 町井 稔 長野県協会 483414 

11:13 鳥居 正 鳩の会 171736 

11:14 土井 洋平 群馬県太田市 レンタル 

11:15 酒井 か代子 調布オリエンテーリング協会 401492 

11:16 森 竜生 横浜 OL クラブ 411168 

11:17 山本 信彰 千葉大 OLC 161118 

11:18 宇治 大智 県立船橋高校 レンタル 

11:19 大塚 校市 千葉 OLK 483411 

11:30 大林 俊彦 大阪 OLC 173280 

 

  ＜M クラス＞ 

スタート時刻 氏名 所属 E カード番号 

10:30 金子 朗 墨田区壁登組 レンタル 

10:32 徳留 藍 墨田区壁登組 レンタル 

10:34 小泉 辰喜 東京 OL クラブ 409869 

10:36 井上 稔雄 春日部 OLC 409856 

10:38 平岩 金男 春日部 OLC 412168 

10:40 明石 五郎 春日部 OLC 409854 

 

  ＜S クラス＞ 

スタート時刻 氏名 所属 E カード番号 

10:42 山川 和章 春日部 OLC レンタル 

 


