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MA Eカード番号 W50 Eカード番号
11:17 小澤 宏紀 OLCルーパー 238941 11:04 ⻑瀬 朋⼦ つるまいOLC 507590
11:18 小林 直登 名大OLC 510392
11:19 木村 洋介 OLCルーパー 221820
11:20 南 吏玖 名大OLC 502490 M65 Eカード番号
11:21 大村 拓磨 OLCルーパー 84916 10:50 高橋 正彦 OLCほのくに 182167
11:22 小俣 敦宏 名工大OLC 507390 10:52 岡野 英雄 愛知OLC 185365
11:23 松澤 俊⾏ 松塾 レンタル 10:54 川島 英司 岐阜県OL協会 レンタル
11:24 岩⽥ 健太郎 つるまいOLC レンタル 10:56 大原 一由 中京OC レンタル
11:25 岩垣 和也 名大OLC 231643 10:58 小川 晃弘 ファミリーOLC レンタル
11:26 松下 睦生 京都OLC 114665 11:02 小幡 昭次 三河OLC 232453
11:27 松井 健哉 OLCルーパー 238812 11:06 坂本 清光 岡崎OL協会 92878
11:28 池⽥ 俊彦 つるまいOLC レンタル 11:08 粟野 義明 春日井市 185378

11:10 新家 秀男 中京OC 406432

WA Eカード番号
10:30 松井 日⾹⾥ OLCルーパー 238811 W65 Eカード番号
10:41 刈谷 まりい 椙⼭⼥学園大学 239005 10:38 ⻘野 幸⼦ 名古屋市 レンタル
10:47 近藤 花保 名大OLC 510352 10:46 鈴木 幸⼦ ファミリーOLC レンタル
10:51 五⼗嵐 ⽻奏 名大OLC 244542
10:54 須本 みずほ 椙⼭⼥学園大学 245058
11:00 今井 ⾥奈 椙⼭⼥学園大学 510350 M18 Eカード番号
11:06 安藤 瑠乃 椙⼭⼥学園大学 239003 10:42 ⻘木 達也 明和高校トレッキング部 レンタル
11:10 土⽥ 千聖 名大OLC 244546 10:44 元木 陽介 明和高校トレッキング部 レンタル
11:16 植村 日向 椙⼭⼥学園大学 244529 10:46 武⽥ 和樹 レンタル

10:48 ⻑谷川 稜 明和高校 レンタル
10:50 古郷 泰至 レンタル

M35 Eカード番号 10:52 佐藤 優太郎 レンタル
10:43 衛藤 裕二 レンタル 10:56 髙橋 侑大 東海中学校 226198
10:45 野村 弘毅 名古屋市 レンタル 10:58 森 創之介 東海高校 198866
10:49 棚橋 是之 つるまいOLC レンタル 11:02 吉原 巧真 東海中学校 226106
11:08 上⽥ 浩嗣 239647 11:04 寺本 裕哉 東海中学校 226104
11:14 大野 聡生 東海中学校 240107 11:07 桒原 大雅 東海高校 190188

11:09 魚住 晋太朗 東海高校 198868
11:11 藤原 考太郎 東海高校 190186

W35 Eカード番号 11:13 生⽥ 真大 東海高校 190175
11:00 藤原 京⼦ OLCルーパー レンタル 11:15 森下 謙 東海中学校 226208

11:17 鈴木 沖一 東海高校 198869
11:19 ⽯川 嵩琉　 東海高校 190174

WN Eカード番号 11:20 ⼭⽥ 和輝 東海中学校 226105
10:33 加藤 千朋 レンタル 11:22 岩崎 壮馬 東海高校 198865
10:34 加藤 瑞恵 レンタル

WB Eカード番号
MN Eカード番号 10:43 衛藤 智美 レンタル

10:32 二村 利治 レンタル 10:44 永井 ゆかり 碧南市 レンタル
10:35 藤原 大志郎 OLCルーパー レンタル 10:47 上⽥ 空衣 レンタル
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MB Eカード番号 グループ Eカード番号
10:30 ⻄島 純一 221920 10:31 森部 鷹一 レンタル
10:31 ⻘木 昭樹 東海中学校 240106
10:32 ⻲⼭ 聖吾 レンタル
10:33 杉浦 正美 レンタル M15 Eカード番号
10:34 萩原 健人 明和高校トレッキング部 レンタル 10:51 小林 亮太 東海中学校 505371
10:35 永井 哲也 碧南市 レンタル 10:53 早瀬 ⻯太郎 東海中学校 502746
10:36 椿原 暖人 名大OLC 251166 10:55 蟹江 凱 東海中学校 502748
10:37 塩崎 友登 明和高校トレッキング部 レンタル 10:57 礒川 輝 東海中学校 226212
10:39 岩崎 雄也 名大OLC 251160 10:59 種村 浩太朗 東海中学校 240105
10:40 土屋 武 愛知OLC レンタル 11:01 ⼾⽥ 壮一 東海中学校 505370
10:41 吉川 ⾠也 名大OLC 251169 11:03 近藤 颯音 東海中学校 226211
10:42 水口 駿介 レンタル 11:05 成瀬 芳信 東海中学校 505372
10:45 ⼭⽥ 晋 - レンタル 11:07 高⽥ 朋輝 東海中学校 226210

11:09 小塚 允寛 東海中学校 502747
11:11 德光 拓哉 東海中学校 505369

M50 Eカード番号 11:12 ⿊⽥ 啓太 東海中学校 502745
10:40 原⽥ 邦彦 トレキング部 レンタル
10:53 ⽯神 宏樹 豊橋市 レンタル
10:55 桑⼭ 朋⺒ 三河OLC 198872
10:57 野⽥ 良雄 中京OC レンタル
10:59 加藤 以千弘 岡崎OL協会 92768
11:01 鵜飼 須彦 OLCルーパー 220416
11:03 小林 亜紀夫 つるまいOLC レンタル ・記載無きクラスは事前申込者0名
11:05 近藤 正文 OLCルーパー 238918
11:12 小川 和之 つるまいOLC レンタル ・会場 → スタート地区まで⻘テープ誘導 「約200m」
11:18 松橋 徳敏 つるまいOLC レンタル
11:21 牧ヶ野 敏明 岐阜OLC レンタル ・全2枚


