
氏名 ふりがな クラス E-card番号 所属

笹崎 良夫 ささざき よしお MA レンタル Club阿闍梨

鈴木 紀夫 すずき のりお MA レンタル Club阿闍梨

古根 将 ふるね まさる MA レンタル Club阿闍梨

後閑 茂弘 ごかん しげひろ MA レンタル KOLC  第11期

和田 康次郎 わだ こうじろう MA 221790 kolc46期

稲森 剛 いなもり ごう MA 502502 kolc47期

北川 賢也 きたがわ けんや MA 228238 kolc47期

浜野 奎 はまの けい MA 221515 kolc47期

原田 彗吾 はらだ けいご MA 502754 kolc47期

深野 広大 ふかの こうだい MA 228239 kolc47期

宮下 旺 みやした あきら MA 196344 kolc47期

上村 太城 うえむら たいじょう MA 502751 kolc48期

茂原 瑞基 しげはら みずき MA 233556 kolc48期

清水 俊祐 しみず しゅんすけ MA 231723 kolc48期

戸澤 貴志 とざわ たかし MA 502750 kolc48期

藤原 真吾 ふじわら しんご MA 505095 kolc48期

桃井 陽佑 ももい ようすけ MA 505094 kolc48期

山田 光輝 やまだ こうき MA 505211 kolc48期

生田 崚 いくた りょう MA 502500 kolc49期

江野 弘太郎 えのこうたろう MA 505266 kolc49期

佐藤 健斗 さとう けんと MA 505212 kolc49期

鈴木 京佑 すずき きょうすけ MA 505264 kolc49期

津田 卓磨 つだ たくま MA 505311 kolc49期

中嶋 律記 なかじま りつき MA 505308 kolc49期

小林 博文 こばやし MA レンタル OC１５期

竹中 庸 たけなか よう MA レンタル oc17期

岡本 将志 おかもと まさし MA レンタル OC33期

宮川 達哉 みやかわ たつや MA 483422 OC7期

池ヶ谷 悦朗 いけがや えつろう MA 221750 ＯＣ８期

清水 伸好 しみず のぶよし MA レンタル 丘の上17期

村上 巧 むらかみ たくみ MA レンタル つばめ会27期

有賀 裕亮 ありが ゆうすけ MA 222751 トータス

奥尾 優理 おくお ゆうり MA 221792 茨大OLD

菅沼 友仁 すがぬま ゆうと MA 239639 茨大OLD

豊田 健登 とよだ けんと MA 239653 茨大OLD

野沢 星雅 のざわ せが MA 239640 茨大OLD

望月 ヤマト もちづき やまと MA 502301 茨大OLD

小山 清 こやま きよし MA 232421 京葉OLクラブ

森山 松年 もりやま まつとし MA 501790 春日部ＯＬＣ



田濃 邦彦 たのう くにひこ MA 502299 静岡olc

磯邉 岳晃 いそべ たけあき MA 205080 千葉大OLC

岩佐 一大 いわさ かずひろ MA 210377 千葉大OLC

得能 渉 とくのう わたる MA 205078 千葉大OLC

石田 健太郎 いしだ けんたろう MA 502599 早大OC

内海 瞭 うつみ りょう MA 502194 早大OC

大橋 遼 おおはし りょう MA 222750 早大OC

齋藤 佑樹 さいとう ゆうき MA 222752 早大OC

澤村 健司 さわむら けんじ MA 502303 早大OC

柴沼 健 しばぬま けん MA 222758 早大OC

関塚 大誠 せきづか たいせい MA 222769 早大OC

長谷川 望 はせがわ のぞみ MA 502197 早大OC

三瀬 遼太郎 みせ りょうたろう MA 502198 早大OC

三好 将史 みよし まさし MA 502297 早大OC

渡邊 俊祐 わたなべ しゅんすけ MA 502295 早大OC

澤口 弘樹 さわぐち こうき MA 222756 早大OC寿会

森脇 崇 もりわき たかし MA レンタル 走る白熊の会

木村 耕平 きむら こうへい MA 83105 入間市OLC

氏名 ふりがな クラス E-card番号 所属

阿部 遼太郎 あべ りょうたろう MF 240242 kolc50期

伊藤 頌太 いとう しょうた MF 196675 kolc50期

岩澤 啓太郎 いわさわ けいたろう MF 240621 kolc50期

高橋 周 たかはし ひとし MF 240506 kolc50期

山根 正太郎 やまね しょうたろう MF 196661 kolc50期

市川 礼偉 いちかわ れい MF 240611 kolc50期

室井 葉介 むろい ようすけ MF 196342 kolc50期

田淵 ヒカル たぶち ひかる MF 196669 kolc50期

土屋 輝 つちや ひかる MF 240504 kolc50期

南 龍之介 みなみ りゅうのすけ MF 240610 kolc50期

野口 睦夫 のぐち むつお MF 196708 kolc50期

有吉 優樹 ありよし ゆうき MF 239291 kolc50期

林 昇吾 はやし しょうご MF 196660 kolc50期

鈴木 琢也 すずき たくや MF 240503 kolc50期

遠藤 優介 えんどう ゆうすけ MF 506126 茨大OLD

元橋 悠季 もとはし ゆうき MF 161183 茨大OLD

溝井 翔太 みぞい しょうた MF 506124 茨大OLD

西田 直人 にしだ なおと MF 506118 茨大OLD

瀬藤 悠暉 せとう はるき MF 502513 早大OC

池田 匠 いけだ たくみ MF 222783 早大OC

中村 諒 なかむら りょう MF 222784 早大OC



渋谷 泰樹 しぶや やすき MF 239646 入間市OLC

氏名 ふりがな クラス E-card番号 所属

高津 寿三鈴 たかつ すみれ WA 505192 Club阿闍梨

松元 恭子 まつもときょうこ WA レンタル Club阿闍梨

吉澤 佳帆 よしざわ かほ WA 228240 kolc47期

中地 未歩 なかち みほ WA 205054 kolc48期

清野 幸 きよの さち WA 505263 kolc49期

田村 一紗 たむら かずさ WA 505310 kolc49期

林 智歩 はやし ちほ WA 505313 kolc49期

松田 千果 まつだ ちか WA 505093 kolc49期

米山 アン よねやま あん WA 205103 kolc49期

清水 容子 しみず ようこ WA 239539 入間市OLC

香取 菜穂 かとり なほ WA 210479 千葉大OLC

秋山 美怜 あきやま みれい WA 502612 早大OC

金子 詩乃 かねこ しの WA 502596 早大OC

久野 公愛 くの まさえ WA 502195 早大OC

菅原 真優 すがわら まゆ WA 502595 早大OC

高橋 利奈 たかはし りな WA 502196 早大OC

冨永 万由 とみなが まゆ WA 502611 早大OC

山下 桃子 やました ももこ WA 502505 早大OC

氏名 ふりがな クラス E-card番号 所属

加藤 小雪 かとう こゆき WF 240609 kolc50期

岩崎 佑美 いわさき ゆみ WF 196671 kolc50期

佐藤 美那子 さとう みなこ WF 196641 kolc50期

赤堀 美帆 あかほり みほ WF 196659 kolc50期

大谷 瑠花 おおたに るか WF 240243 kolc50期

藤井 明日香 ふじい あすか WF 240502 kolc50期

福永 恵里佳 ふくなが えりか WF 240505 kolc50期

矢作 香織 やはぎ かおり WF 196709 kolc50期

ヌラ ぬら WF 210906 茨大OLD

大栗 由希 おおぐり ゆき WF 506123 茨大OLD

大村 沙耶香 おおむら さやか WF 506122 茨大OLD

松本 環 まつもと たまき WF 502610 早大OC

渡辺 紀保 わたなべ きほ WF 502600 早大OC


