
朱雀OK ミドル大会 2018 スタートリスト
時刻 クラス 氏名 所属 SIカード 時刻 クラス 氏名 所属 SIカード
10:45 M21A 松井 健哉 OLCルーパー レンタル 10:45 M35A 今泉 知也 京葉OLクラブ レンタル
10:46 M21A 坂口 祐生 青波走行会 レンタル 10:46 M35A 大林 俊彦 大阪OLC 212273
10:47 M21A 入谷 健元 朱雀OK レンタル 10:47 M35A 平沢 正紀 つるまいOLC レンタル
10:48 M21A 粂 潤哉 入間市OLC レンタル 10:48 M35A 緒方 賢史 奈良市 レンタル
10:49 M21A 田代 雅之 静岡OLC 2066901 10:49 M35A 上田 公平 名古屋市 レンタル
10:50 M21A 田中 創 阪大OLC レンタル 10:50 M35A 市橋 卓 京都OLC レンタル
10:51 M21A 岩田 健太郎 つるまいOLC 7205571 10:51 M35A 中尾 明彦 OLP兵庫 レンタル
10:52 M21A 石田 悠人 阪大OLC レンタル 10:52 M35A 上田浩嗣 四日市市 レンタル
10:53 M21A 小菅 一輝 朱雀OK レンタル 10:53 M35A 鹿野 勘次 岐阜OLC 894646
10:54 M21A 沖中 陽幸 京大OLC・京女OLC レンタル 10:54 M35A 藤生 考志 東京OLクラブ 7205575
10:55 M21A 越智 純毅 京都OLC レンタル 10:55 M35A 小林 亜紀夫 つるまいOLC レンタル
10:56 M21A 丸山 ゆう 京大OLC・京女OLC レンタル 10:56 M35A 土井 洋平 群馬県太田市 8664052
10:57 M21A 田中 宏明 京都OLC レンタル 10:57 M35A 沖浦 徹二 大阪OLC レンタル
10:58 M21A 内藤 一平 みやこOLC レンタル 10:58 W21A 鈴木 沙綾 京大OLC・京女OLC レンタル
10:59 M21A 川島 聖也 神大OLK レンタル 10:59 W21A 椎名 麻美 三河OLC レンタル
11:00 M21A 硲田 捷将 阪大OLC レンタル 11:00 W21A 中丸 祝子 実践OG レンタル
11:01 M21A 松澤 俊行 松塾 1396496 11:01 W21A 岡本 ひなの 奈良女OLC レンタル
11:02 M21A 窪田 信司 阪大OLC レンタル 11:02 W21A 鈴木 伽南 京大OLC・京女OLC レンタル
11:03 M21A 岩田 慈樹 京大OLC・京女OLC レンタル 11:03 W21A 吉居 育美 奈良女OLC レンタル
11:04 M21A 森河 俊成 IWACCHO レンタル 11:04 W21A 塚八ゆかり 朱雀OK レンタル
11:05 M21A 堀 裕多 OLCふるはうす レンタル 11:05 W21A 小笠原 萌 奈良女OLC レンタル
11:06 M21A 前田 悠作 OLCルーパー レンタル 11:06 W21A 宮川 早穂 ES関東C 438953
11:07 M21A 井上 裕介 金澤あるへん レンタル 11:07 W21A 塚越 真悠子 阪大OLC レンタル
11:08 M21A 畝林 誠 金沢メタ坊～ず レンタル 11:08 W21A 永山 尚佳 神大OLK レンタル
11:09 M21A 池田 順一 神大OLK レンタル 11:09 W21A 落合 志保子 OLCルーパー 2114791
11:10 M21A 梅本 匠 右近の会 レンタル 11:10 W21A 佐野 萌子 京大OLC・京女OLC レンタル
11:11 M21A 小林 知彦 241781 11:11 W21A 戸谷 みのり 奈良女OLC レンタル
11:12 M21A 金城 和志 阪大OLC レンタル 11:12 W21A 山根 萌加 京大OLC・京女OLC レンタル
11:13 M21A 大久保 宗典 杏友会 レンタル 11:13 W21A 堀 未歩 OLCふるはうす レンタル
11:14 M21A 濱崎 誠士 阪大OLC レンタル 11:14 W21A 金澤 めぐみ 奈良女OLC レンタル
11:15 M21A 桑原 大樹 ES関東クラブ レンタル 11:15 W21A 谷川 理恵 OLCルーパー レンタル
11:16 M21A 桃本 一輝 阪大OLC レンタル 11:16 W21A 千葉 史子 京葉OLクラブ レンタル
11:17 M21A 佐藤 和真 神大OLK レンタル 11:17 W21A 松島 彩夏 立教OG レンタル
11:18 M21A 古池 将樹 京大OLC・京女OLC レンタル 11:18 W21A 古石 春佳 奈良女OLC レンタル
11:19 M21A 吉野 信治 OLP兵庫 レンタル 11:19 W21A 山賀 千尋 阪大OLC レンタル
11:20 M21A 龍溪 優希 京大OLC・京女OLC レンタル 11:20 W21A 大類 亜美里 静岡OLC レンタル
11:21 M21A 豊田 俊哉 神大OLK レンタル 11:21 W21A 深川 久美子 朱雀OK 345042
11:22 M21A 太田 知也 京大OLC・京女OLC レンタル 11:22 W21A 北川 仁美 OLCふるはうす レンタル
11:23 M21A 石山 良太 三河OLC/トータス レンタル 11:23 W21A 平田 沙弥 奈良女OLC レンタル
11:24 M21A 小山 清 京葉OLクラブ レンタル 11:24 W20A 角谷 侑香 京大OLC・京女OLC レンタル
11:25 M21A 伴 毅 京都OLC レンタル 11:25 W50A 小野寺 はるみ札幌OLC レンタル
11:26 M21A 秋山 周平 緑桜会 レンタル 11:26 W50A 高橋 明美 サン・スーシ 7344008
11:27 M21A 仲田 貴幸 OLCふるはうす レンタル 11:27 W50A ⾧瀬 朋子 つるまいOLC レンタル
11:28 M21A 近藤 恭一郎 朱雀OK レンタル 11:28 W50A 山本 陽子 ES関東クラブ 9102202
11:29 M21A 谷川 陸吏 阪大OLC レンタル 11:29 W50A 高村 陽子 上尾OLクラブ 1396104
11:30 M21A 衣笠 舜登 京大OLC・京女OLC レンタル 11:30 M65A 織田 稔 徳島県OL協会 レンタル
11:31 M21A 萱尾 澄人 阪大OLC レンタル 11:31 M65A 山本 博司 ES関東クラブ 7203622
11:32 M21A 高野 陽平 神大OLK レンタル 11:32 M65A 宮林 修 松阪OLC レンタル
11:33 M21A 戸上 直哉 三河OLC/トータス レンタル 11:33 M65A 平島 俊次 京都OLC 9530227
11:34 M21A 今松 亮太 レンタル 11:34 M65A 高村 卓 上尾OLクラブ 7300388
11:35 M21A 竹重 拓輝 阪大OLC レンタル 11:35 M65A 板東 光彦 徳島県OL協会 レンタル
11:36 M21A 渡辺 鷹志 KOLC レンタル 11:36 M65A 小嶋 裕 大阪OLC レンタル
11:37 M21A 竹内 佑輔 阪大OLC レンタル 11:37 M65A 関野 賢二 YTC78 レンタル
11:38 M21A 竹内 孝 京大OB レンタル 11:38 M65A 谷 秀司 レンタル
11:39 M21A 篠原 幹博 京都大学 レンタル 11:39 M65A 久保 善正 京都OLC 9412224
11:40 M21A 玉木 圭介 大阪OLC レンタル 11:40 M65A 佐藤 政明 大府市 1452301
11:41 M21A 幸原 朋広 みやこOLC 196056 11:41 M65A 大場 隆夫 サン・スーシ 7300028
11:42 M21A 山本 明史 京大OLC・京女OLC レンタル 11:42 M65A 前田 春正 KOLA 241756
11:43 M21A 和田 康次郎 トータス レンタル 11:43 M65A 小野 盛光 三河OLC レンタル
11:44 M21A 内藤 愉孝 浜松OLC レンタル
11:45 M21A 石田 倫啓 京大OLC・京女OLC レンタル



時刻 クラス 氏名 所属 SIカード
10:45 M18A 玉木 林哉 膳所高校山岳班 レンタル
10:46 M50A 愛場 庸雅 OLCレオ 1542713
10:47 M50A 稲田 旬哉 OLCふるはうす レンタル
10:48 M50A 相川 純哉 なし レンタル
10:49 M50A 鵜飼 須彦 OLCルーパー レンタル
10:50 M50A 小野田 敦 京都OLC レンタル
10:51 M50A 河合 利幸 OLCレオ レンタル
10:52 M50A 大岩 正裕 京都OLC 7300234
10:53 M50A 北川 達也 OLCふるはうす レンタル
10:54 M50A 池田 俊彦 つるまいOLC レンタル
10:55 M50A 近藤 正文 OLCルーパー レンタル
10:56 M50A 宮崎 敦司 (無所属) 7205582
10:57 M50A 飛松 淳一 OLCレオ レンタル
10:58 M50A 加藤 以千弘 岡崎OL協会 レンタル
10:59 M50A 楠見 耕介 大阪OLC 9541592
11:00 M50A 角岡 明 三河OLC レンタル
11:01 W35A 服部 早苗 入間市OLC レンタル
11:02 W35A 鳥羽 都子 OLCレオ レンタル
11:03 W35A 松本 和美 徳島県OL協会 レンタル
11:04 W35A 緒方 美智 奈良市 レンタル
11:05 MB 中村 一貴 膳所高校山岳班 レンタル
11:06 MB 田中 康暉 守山高校 レンタル
11:07 MB 垣内 浩志 守山高校 レンタル
11:08 MB 山本 裕 膳所高校山岳班 レンタル
11:09 MB 畑 幸彦 守山高校 レンタル
11:10 MB 村田 颯平 守山高校 レンタル
11:11 MB 三本 幸太郎 膳所高校山岳班 レンタル
11:12 MB 森岡 悠生 守山高校 レンタル
11:13 MB 山田 喜明 膳所高校山岳班 レンタル
11:14 MB 木戸 信太朗 守山高校 レンタル
11:15 MB 折田 龍一郎 守山高校 レンタル
11:16 MB 桐山 慧 膳所高校山岳班 レンタル
11:17 MB 満田 壮晴 守山高校 レンタル
11:18 MB 高島 裕登 守山高校 レンタル
11:19 MB 林田 爽慈 守山高校 レンタル
11:20 MB 中村 大和 膳所高校山岳班 レンタル
11:21 MB 中村 薫 守山高校 レンタル
11:22 MB 藤井 康平 膳所高校山岳班 レンタル
11:23 MB 冨田 修登 守山高校 レンタル
11:24 MB 岩田 佑治 膳所高校山岳班 レンタル
11:25 MB 山元 和真 守山高校 レンタル
11:26 MB 犬塚 直希 守山高校 レンタル
11:27 MB 芝塚 育大 膳所高校山岳班 レンタル
11:28 MB 中川 陽介 守山高校 レンタル
11:29 MB 山本 陽大 膳所高校山岳班 レンタル
11:30 WB 白井 陽菜 守山高校 レンタル
11:31 WB 北川 琴巳 守山高校 レンタル
11:32 WB 迫 未尋 膳所高校山岳班 レンタル
11:33 WB 徳地 美晴 守山高校 レンタル
11:34 WB 加藤 るん 守山高校 レンタル
11:35 WB 佐川 舞 守山高校 レンタル
11:36 WB 七里 穂実 守山高校 レンタル
11:37 WB 田村 暁子 膳所高校山岳班 レンタル
11:38 WB 寺井 巳央 守山高校 レンタル
11:39 WB 林 南瑠 膳所高校山岳班 レンタル
11:40 WB 大部 紗佳 守山高校 レンタル
11:41 WB 久保 真純 守山高校 レンタル
11:42 WB 大音 紗希 守山高校 レンタル
11:43 WB 千葉 新奈 守山高校 レンタル
11:44 WB 馬屋原 実南 守山高校 レンタル
11:45 WB 山口 真凜 守山高校 レンタル


