
北杜オリエンテーリングフェスティバル 

エントリーリスト（トータスクラブカップミドル） 

 

ME 35 名 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

橘 孝祐 ES 関東クラブ  ○ 

実藤 俊太 KOLA   

伊藤 樹 KOLC   

谷川 友太 OLC ルーパー 7203414  

片山 裕典 OLP 兵庫   

根本 夏林 サン・スーシ 7344054 ○ 

西村 駿 つばめ会   

結城 克哉 トータス 9102235  

稲田 優幸 ときわ走林会   

奥尾 優理 茨大 OLD   

石塚 脩之 横浜 OL クラブ   

森河 俊成 京大京女 OLC   

松下 睦生 京都 OLC   

寺垣内 航 京葉 OL クラブ 8640519  

山本 哲也 金大 OLC   

戸上 直哉 三河 OLC  ○ 

石黒 文康 朱雀 OK   

篠原 岳夫 渋谷で走る会   

松澤 俊行 松塾 1396496  

村田 祐貴 上尾ＯＬクラブ   

長縄 知晃 静岡ＯＬＣ 2045576  

柴沼 健 早大 OC   

三野 隆志 多摩オリエンテーリング C   

玉木 圭介 大阪ＯＬＣ   

小牧 弘季 筑波大学   

古田島 貴之 長岡 OLC 2122601  

田中 悠 長野県協会   

藤生 考志 東京ＯＬクラブ 7205575  

川名 竣介 東京農工大学   

小原 和彦 東工大 OLT   

種市 雅也 東大 OLK   

北見 匠 東北大 OLC   

小泉 知貴 入間市 OLC   

竹内 公一 名椙 OLC   

前中 脩人 練馬 OLC  ○ 

 

WE 19 名 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

中村 茉菜 ES 関東クラブ  ○ 

直井 萌香 KOLA  ○ 

村田 茉奈美 KOLC   

堀 未歩 OLC ふるはうす   

勝山 佳恵 茨大 OLD   

佐野 萌子 京大京女 OLC   

石野 陽子 京都 OLC   

稲毛 日菜子 京葉 OL クラブ 9201800  

山森 汐莉 金大 OLC   

椎名 麻美 三河 OLC  ○ 

加納 尚子 朱雀 OK 1396404  

高橋 利奈 早大 OC   

山岸 夏希 筑波大学   

古田島 泰代 長岡 OLC 2122604  

八木 千尋 東京農工大学   

香取 瑞穂 東大 OLK   

高橋 友理奈 東北大 OLC   

伊部 琴美 名椙 OLC   

小村 彩葵 練馬 OLC  ○ 

 

 

 

 

MA 156 名（1/2） 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

清水 善博    

栗本 開 ES 関東クラブ  ○ 

桑原 大樹 ES 関東クラブ  ○ 

橋本 知明 ES 関東クラブ  ○ 

木島 佑輔 ES 関東クラブ  ○ 

稲森 剛 KOLC   

大田 雄哉 KOLC   

浜野 奎 KOLC   

西下 遼介 KOLC   

渡辺 鷹志 KOLC   

上島 浩平 KOLC   

高水 陽介 OLC ルーパー   

林 千尋 OLC ルーパー   

前田 悠作 OLC ルーパー   

嶋岡 雅浩 OLC ルーパー   

山内 崇弘 OLC ルーパー   

松井 健哉 OLC ルーパー   

入江 崇 サン・スーシ 7344025  

後藤 孔要 サン・スーシ 7344055  

石坂 翼樹 チーム R   

坪居 大介 つばめ会   

村上 巧 つばめ会   

芳賀 太史 つばめ会   

山下部 諒 つばめ会   

三上 剛弘 つばめ会   

大田 拓穂 つばめ会   

根岸 岳 つばめ会   

岩田 健太郎 つるまいＯＬＣ 7205571 ○ 

堀田 遼 トータス 9200265  

西名 慧史 ときわ走林会   

田中 大貴 ときわ走林会   

石輪 健樹 ときわ走林会   

大東 祐汰 杏友会   

刀根 大輔 杏友会   

野沢 星雅 茨大 OLD   

到津 春樹 茨大 OLD   

溝井 翔太 茨大 OLD  ○ 

西田 直人 茨大 OLD  ○ 

遠藤 優介 茨大 OLD  ○ 

川崎 翔 茨大 OLD   

石井 伸明 越王会   

中村 浩之 越王会   

伴 広輝 京大京女 OLC   

松本 萌希 京大京女 OLC   

大野 絢平 京大京女 OLC   

岩井 龍之介 京大京女 OLC   

亀家 貴志 京大京女 OLC   

衣笠 舜登 京大京女 OLC   

山﨑 星雅 京大京女 OLC   

篠原 幹博 京大京女 OLC   

豊國 郁人 京大京女 OLC   

大箱 貴志 京都 OLC   

伴 毅 京都 OLC   

田中 宏明 京都 OLC   

安中 勇大 京都 OLC   

倉本 竜太 京都 OLC   

東 将央 京葉 OL クラブ   

岡本 将志 京葉 OL クラブ   

尾崎 弘和 京葉 OL クラブ 9844666  

春日 直也 京葉 OL クラブ   

佐藤 大樹 京葉 OL クラブ   

田中 基成 京葉 OL クラブ   

坂野 翔哉 京葉 OL クラブ   

平山 遼太 京葉 OL クラブ   

堀江 優貴 京葉 OL クラブ  ○ 

松崎 崇志 京葉 OL クラブ   



MA 156 名（2/2） 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

宮本 樹 京葉 OL クラブ   

吉澤 雄大 京葉 OL クラブ  ○ 

阿部 稜 京葉 OL クラブ   

渡邊 壮 金大 OLC   

濱崎 大暉 金大 OLC  ○ 

吉田 涼哉 金大 OLC   

昆野 郁 札幌農学校   

松本 佳也 札幌農学校   

横山 朋弘 札幌農学校   

川本 真輝 札幌農学校   

泉 修平 札幌農学校   

稲吉 勇人 三河 OLC   

金谷 敏行 朱雀 OK 1301727  

衣川 浩輔 朱雀 OK  ○ 

仁多見 剛 上尾ＯＬクラブ   

岡安 隆史 千葉 OLK   

石田 健太郎 早大 OC   

池田 匠 早大 OC  ○ 

齋藤 佑樹 早大 OC   

長谷川 望 早大 OC   

森田 夏水 早大 OC   

新井 宇宙 早大 OC  ○ 

中村 諒 早大 OC  ○ 

内海 瞭 早大 OC   

三瀬 遼太郎 早大 OC   

大橋 遼 早大 OC   

三好 将史 早大 OC   

西村 直哉 早大 OC   

楠 健志 筑波大学   

柿沼 晴喜 筑波大学   

小山 正伍 筑波大学   

谷野 文史 筑波大学   

伊藤 祐 筑波大学   

長井 健太 東京農工大学   

早川 徹彦 東京農工大学   

大石 征裕 東京農工大学   

板橋 侑樹 東京農工大学   

押切 嶺於 東京農工大学   

小池 剛大 東京農工大学   

上野 康平 東工大 OLT   

若松 甫 東工大 OLT   

出原 優一 東大 OLK   

岡本 洸彰 東大 OLK   

佐藤 遼平 東大 OLK   

谷口 文弥 東大 OLK   

殿垣 佳治 東大 OLK   

西田 成佑 東大 OLK   

三上 拓真 東大 OLK   

村井 智也 東大 OLK   

横堀 聖人 東大 OLK   

後藤 和樹 東大 OLK   

大橋 陽樹 東大 OLK   

佐藤 公洋 東大 OLK   

長江 有祐 東大 OLK   

比企野 純一 東大 OLK   

柏田 芳樹 東大 OLK   

山田 大雅 東大 OLK   

浅井 寛之 東大 OLK   

鶴原 啓 東大 OLK   

中村 僚宏 東大 OLK   

松本 明訓 東大 OLK   

森川 周 東大 OLK   

髙本 育弥 東北大 OLC   

小平 修 東北大 OLC   

佐藤 誠也 東北大 OLC   

谷口 恵祐 東北大 OLC   

嶋崎 渉 東北大 OLC   

小林 哲郎 東北大 OLC   

唐木 朋也 東北大 OLC   

薗部 駿太 東北大 OLC   

長岡 凌生 東北大 OLC   

金子 哲士 東北大 OLC   

細淵 晃平 入間市 OLC   

MA 156 名 

嵯峨 駿佑 入間市 OLC   

猪俣 祐貴 入間市 OLC  ○ 

石野 夏幹 入間市 OLC  ○ 

宇井 賢 入間市 OLC   

粂 潤哉 入間市 OLC  ○ 

清水 伸好 入間市 OLC   

弓削田 槙一 入間市 OLC   

清水 俊祐 入間市 OLC   

田中 創士 方向音痴会   

木下 涼雅 北大 OLC(概念)   

前野 達也 名椙 OLC   

石川 創也 名椙 OLC   

林 雅人 名椙 OLC   

三浦 一将 名椙 OLC   

川口 真司 名椙 OLC   

岩垣 和也 名椙 OLC   

田中 翔大 練馬 OLC 8664051 ○ 

 

WA 39 名 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

五味 あずさ    

平松 夕衣 KOLC   

清野 幸 KOLC   

渡邉 彩子 トータス   

小林 晴美 杏友会   

橋本 花恵 茨大 OLD   

山根 萌加 京大京女 OLC  ○ 

松下 綾 京都 OLC   

長谷川 真子 京葉 OL クラブ  ○ 

三好 花奈 京葉 OL クラブ  ○ 

伊東 瑠実子 広島 OLC   

菅 麻里絵 朱雀 OK   

塚八 ゆかり 朱雀 OK   

篠原 夏子 渋谷で走る会   

川島 実紗 静岡ＯＬＣ  ○ 

金子 詩乃 早大 OC   

久野 公愛 早大 OC   

冨永 万由 早大 OC   

西谷 彩奈 早大 OC   

菅原 真優 早大 OC   

佐野 響 筑波大学   

小竹 佳穂 筑波大学   

宮本 和奏 筑波大学   

佐久間 若菜 筑波大学   

石坪 夕奈 東京農工大学   

立花 和祈 東大 OLK   

増田 風見花 東大 OLK   

世良 史佳 東大 OLK   

伊佐野 はる香 東北大 OLC   

小林 祐子 東北大 OLC   

臼井 紗耶香 東北大 OLC   

伊東 加織 東北大 OLC   

青代 香菜子 東北大 OLC   

高橋 ひなの 東北大 OLC   

小泉 佳織 入間市 OLC   

清水 容子 入間市 OLC   

山本 梨乃 入間市 OLC   

大野 真由莉 北大 OLC(概念)   

布施谷 頌子 北大 OLC(概念)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MS 38 名 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

木村 晴彦 Club 阿闍梨   

森田 次彦 Club 阿闍梨   

池上 一英 Club 阿闍梨  ○ 

小暮 喜代志 ES 関東クラブ 2088821  

平山 友啓 KOLA 9183174  

宇多 信行 OLC ふるはうす   

吉野 信治 OLP 兵庫   

高島 和宏 Team SKI-O   

柴田 達真 Team SKI-O   

飯島 誠 サン・スーシ 7344015  

渡辺 達也 サン・スーシ 7344018  

平沢 正紀 つるまいＯＬＣ   

蛭田 晃仁 ときわ走林会   

西村 和人 横浜 OL クラブ   

池 陽平 京葉 OL クラブ   

今泉 知也 京葉 OL クラブ   

荻田 博文 京葉 OL クラブ   

木俣 順 朱雀 OK 8640518  

深川 陽平 朱雀 OK 345042  

鹿野 勘次 松塾  ○ 

冨田 吉郎 上尾ＯＬクラブ 9101064  

赤井 秀和 静岡ＯＬＣ 1087289  

田畑 清士 静岡ＯＬＣ   

田濃 邦彦 静岡ＯＬＣ   

鈴木 悟 静岡ＯＬＣ  ○ 

菊澤 恵三 多摩オリエンテーリング C   

大林 俊彦 大阪ＯＬＣ 212273  

小林 博文 長岡 OLC 1009882 ○ 

新保 和久 長岡 OLC 2122598 ○ 

新 隆徳 入間市 OLC 43564  

須藤 馨 入間市 OLC 7209253  

木村 耕平 入間市 OLC   

山下 智之 入間市 OLC   

白石 達也 入間市 OLC   

中堀 剛 入間市 OLC   

水嶋 孝久 入間市 OLC   

岡部 淳 入間市 OLC   

内藤 愉孝 浜松ＯＬＣ   

 

WS ９名 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

松元 恭子 Club 阿闍梨   

松本 和美 OLP 兵庫 7200435  

清水 由布子 Team SKI-O   

大澤 貴子 サン・スーシ 7344053 ○ 

常住 紗織 ときわ走林会   

水嶋 直子 渋谷で走る会 1093177  

冨田 暢子 上尾ＯＬクラブ 1396104  

大類 亜美里 静岡ＯＬＣ   

長縄 美春 入間市 OLC 2045579  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV 53 名 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

井口 良範  8185484  

小寺 実    

柏樹 芳雄 Club 阿闍梨   

髙橋 洋一 Club 阿闍梨   

小林 岳人 ES 関東クラブ 238741  

広江 淳良 ES 関東クラブ   

杉本 光正 ES 関東クラブ   

永瀬 真一 KOLA 1682701  

稲田 旬哉 OLC ふるはうす   

鵜飼 須彦 OLC ルーパー   

山本 賀彦 OLP 兵庫 8641115  

大江 恒男 OLP 兵庫 1964087  

橋本 裕志 OLP 兵庫   

板谷 日出男 OLP 兵庫 345190  

谷垣 宣孝 OLP 兵庫 7203660  

佐藤 信彦 サン・スーシ 7344013  

松橋 徳敏 つるまいＯＬＣ 1525202  

池田 俊彦 つるまいＯＬＣ   

土屋 晴彦 愛知 OLC   

五十嵐 則仁 横浜 OL クラブ 2033827  

下山 敬史 横浜 OL クラブ   

小野田 敦 京都 OLC   

小山 清 京葉 OL クラブ   

齋藤 和助 京葉 OL クラブ   

鈴木 挙直 京葉 OL クラブ   

田中 徹 京葉 OL クラブ   

太矢 隆士 京葉 OL クラブ   

早野 哲朗 京葉 OL クラブ   

角岡 明 三河 OLC   

宮崎 敦司 松塾 7205582  

高橋 公康 上尾ＯＬクラブ  ○ 

滝 正晴 静岡ＯＬＣ 1420302  

中島 克行 静岡ＯＬＣ   

菅原 琢 多摩オリエンテーリング C 59242  

鈴木 恒久 多摩オリエンテーリング C   

鈴木 規弘 多摩オリエンテーリング C   

荒井 正敏 多摩オリエンテーリング C 212268  

楠見 耕介 大阪ＯＬＣ   

ビューラ ヨールグ 長岡 OLC 2122603  

丸山 則和 長岡 OLC 2122605  

町井 稔 長野県協会   

木村 佳司 長野県協会   

小泉 辰喜 東京ＯＬクラブ 7205586  

根本 雅昭 東京ＯＬクラブ   

阿部 昌隆 東京ＯＬクラブ   

西沢 敦 東京ＯＬクラブ   

渋谷 泰樹 入間市 OLC   

奥山 景得 入間市 OLC   

久保田 優 入間市 OLC   

上條 圭 方向音痴会   

山際 正俊 方向音痴会   

桜井 剛 方向音痴会 2078585  

池田 博 方向音痴会 8664053  

 

WV ８名 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

光瀬 美樹 Club 阿闍梨   

小林 正子 ES 関東クラブ 238742  

鳥羽 都子 OLC ルーパー   

宮本 知江子 京葉 OL クラブ   

村越 久子 静岡ＯＬＣ 1310916  

須藤 友絵 入間市 OLC 7209249  

高野 由紀 入間市 OLC 1122903  

服部 早苗 入間市 OLC   

 

 

 

 



MXV 26 名 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

永田 実 OLP 兵庫 1492801  

大場 隆夫 サン・スーシ 9201025  

久保井 輝政 サン・スーシ 7344006  

尾上 秀雄 サン・スーシ 9200614  

高橋 猛 ワンダラーズ 2110393  

今井 信親 ワンダラーズ 7207954  

伊藤 清 ワンダラーズ 7208418  

岡野 英雄 愛知 OLC   

平島 俊次 京都 OLC   

久保 喜正 京都 OLC   

橋本 八州馬 松塾  ○ 

宮林 修 松塾  ○ 

髙村 卓 上尾ＯＬクラブ 7300388  

大塚 校市 千葉 OLK 7003193  

石井 龍男 千葉 OLK 504603  

鈴木 榮一 千葉 OLK 7003195  

鈴木 正夫 千葉 OLK   

加藤 昭次 多摩オリエンテーリング C 9102705  

高橋 厚 多摩オリエンテーリング C 1413030  

中安 正弘 大阪ＯＬＣ   

天明 英之 東京ＯＬクラブ   

田中 博 入間市 OLC   

海老沢 正 入間市 OLC 1393119  

小林 二郎 入間市 OLC 1003933  

海野 忠秋 入間市 OLC   

田島 三郎 入間市 OLC   

 

WXV 10 名 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

宮川 祐子 ES 関東クラブ   

長谷川 恵子 ES 関東クラブ   

大場 節子 サン・スーシ 7344005  

今井 栄 ワンダラーズ 1396103  

中島 真里 静岡ＯＬＣ   

大塚 ふみ子 千葉 OLK 7140977  

丸山 由美子 長岡 OLC 2122599  

成田 美奈子 入間市 OLC 9102205  

加藤 怜子 入間市 OLC 1396151  

海野 とみ子 入間市 OLC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJ 25 名 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

有吉 優樹 KOLC  ○ 

阿部 遼太郎 KOLC  ○ 

市川 礼偉 KOLC  ○ 

土屋 輝 KOLC  ○ 

鈴木 京佑 KOLC   

伊藤 頌太 KOLC  ○ 

津田 卓磨 KOLC   

林 昇吾 KOLC  ○ 

田淵 ヒカル KOLC  ○ 

中嶋 律起 KOLC   

有安 建人 KOLC  ○ 

佐藤 健斗 KOLC   

竹下 晴山 茨大 OLD  ○ 

古池 将樹 京大京女 OLC   

和佐田 祥太朗 京大京女 OLC  ○ 

馬場 啓 多摩オリエンテーリング C   

倉元 康太 東京農工大学  ○ 

小寺 義伸 東工大 OLT   

河野 貴大 東工大 OLT   

池田 直樹 東大 OLK   

椎名 晃丈 東大 OLK   

金子 稜 東大 OLK  ○ 

棚橋 一樹 名椙 OLC   

住吉 将英 名椙 OLC   

谷平 光一 名椙 OLC   

 

WJ 14 名 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

田村 一紗 KOLC   

岩崎 佑美 KOLC  ○ 

佐藤 美那子 KOLC  ○ 

松田 千果 KOLC   

大栗 由希 茨大 OLD  ○ 

大村 彩耶香 茨大 OLD  ○ 

吉田 茉莉枝 茨大 OLD  ○ 

根本 真子 茨大 OLD  ○ 

古田島 鈴音 長岡 OLC 2122600  

松澤 京加 東大 OLK  ○ 

中村 咲野 東大 OLK  ○ 

明神 紀子 東大 OLK  ○ 

中野 真優 名椙 OLC   

中村 沙耶 名椙 OLC   

 

MXJ １名 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

高島 怜也 Team SKI-O 7091  

 

WXJ １名 

氏名 所属 
マイ 

SI カード番号 

団体加入 

１年以内 

杉本 若菜 ES 関東クラブ   

 


