
2016年度関東学連定例戦エントリーリスト

MA
名前 所属 Eカード

尾崎高志 白樺 レンタル

小倉秀一 ラジオリエンズ 114988

小泉知貴 KOLC 221539

田中悠 KOLC 221829

高橋和総 KOLC 231842

橘孝祐 KOLC 210037

髙原剛 岐阜OLC レンタル

小林二郎 入間市ＯＬＣ 209683

児玉涼太 群馬大学オリエンテーリング部 レンタル

井口良範 高崎OLC レンタル

今泉正喜 ときわ走林会 500907

小林岳人 ES関東C 180816

山崎大聖 麻布学園OLK 196118

折橋旺 麻布学園OLK 196104

金子隼人 麻布学園OLK 196119

久保木航 麻布学園OLK 196126

橋本浩一 武相顧問 レンタル

中原惇太 東京農工大学OLC 180569

長井健太 東京農工大学OLC 114991

早川徹彦 東京農工大学OLC 180792

松本崇徳 東京農工大学OLC 180786

川名 竣介 東京農工大学OLC 180830

藤田純矢 東工大OLT 220281

田口滉一 東工大OLT 220216

大倉崚吾 東工大OLT 501784

神野直紀 東工大OLT 501846

武田悠作 東工大OLT 501021

尾山直駿 東工大OLT 501850

中谷鴻太 東工大OLT 501744

濱本徹 東工大OLT 501781

戸上直哉 つばめ会 501782

島田雄史 東工大OLT 501783

久野元嗣 千葉大OLC 205080

稲垣善太 早大OC 222754

西村直哉 早大OC 502304

澤村健司 早大OC 502303

眞弓拓馬 早大OC 222810

大橋遼 早大OC 222811

澤口弘樹 早大OC 222756

池田大悟 早大OC 222812

石野夏幹 東大OLK 196612

榎智弘 東大OLK 196704

田中大貴 東大OLK 196645

猪俣祐貴 東大OLK 196706

大西正倫 東大OLK 196652

木島佑輔 東大OLK 196241

桑原大樹 東大OLK 196244

橋本知明 東大OLK 196648

前中脩人 東大OLK 208295

山口雅裕 東大OLK 196707

山口雄太 東大OLK 196717

瀧澤修人 東大OLK レンタル

※　エントリーリストの内容についてご質問等ございましたら、

お手数おかけしますが、39th_entry@comp.olk.jp　までご連絡ください。



大東祐汰 東大OLK 208436

加藤岬 東大OLK 208486

斉田圭吾 東大OLK 208536

瀬川出 東大OLK 208438

田中翔大 東大OLK 208495

刀根大輔 東大OLK 208277

中野喬博 東大OLK 208386

平野光 東大OLK 208305

平山遼太 東大OLK 208281

増田健也 東大OLK 208552

石田晴輝 東大OLK 231456

橋本正毅 東北大学 189901

WA
名前 所属 Eカード

千葉史子 杏友会 500458

林奈々 KOLC 205054

平入麻衣 KOLC 196660

上妻紅音 KOLC 221809

村田茉奈美 KOLC 500351

小野澤清楓 群馬大学オリエンテーリング部 231876

椎名麻美 茨大OLD 211113

八木千尋 東京農工大学OLC 180886

後藤奈々 東工大OLT 501847

Hamrell Hanna 東工大OLT 501848

香取菜穂 千葉大OLC 205257

和田美千代 サンスーシ レンタル

中村茉菜 早大OC 222755

高橋利奈 早大OC 502196

友坂幸詠 早大OC 502298

山下桃子 早大OC 222863

宮川早穂 東大OLK 183164

増田七彩 東大OLK 195994

田中圭 東大OLK 196703

松島彩夏 東大OLK 196247

MF
名前 所属 Eカード

山本拓樹 KOLC 196670

清水俊祐 KOLC 231723

小寺智樹 麻布学園OLK 196128

清古光 麻布学園OLK 196129

髙梨睦大 武相高校 レンタル

東野峻大 武相中学校 レンタル

平形康貴 武相中学校 レンタル

栗林知輝 武相中学校 レンタル

小野裕登 東京農工大学OLC 180887

菊池宏希 東京農工大学OLC 183113

郷朝紀 東京農工大学OLC 183114

WF
名前 所属 Eカード

野村麻奈 KOLC 205195

潘晨妍 KOLC 196675

石坪夕奈 東京農工大学OLC 183115

三宮望 東京農工大学OLC 183172

菅原衣織 東京農工大学OLC 183173



MB
名前 所属 Eカード

鈴木裕太 武相高校 レンタル

長谷川将也 武相高校 レンタル

𠮷岩駿祐 武相高校 レンタル

WB
名前 所属 Eカード


