
名椙技術課レース2018　エントリーリスト

MA

氏名 所属 Eカード　

鹿野勘次 岐阜OLC 500987

井口良範 高崎OLC レンタル

石山良太 トータス 196150

日下部正英 レンタル

池田俊彦 つるまいOLC レンタル

田中駿行 阪大OLC 502294

稲岡雄介 阪大OLC 222932

硲田捷将 阪大OLC 502184

金城和志 阪大OLC 504986

今松亮太 阪大OLC 502185

濱崎誠士 阪大OLC 504983

岩城大行 阪大OLC 210038

遠藤匠真 阪大OLC 504985

川島聖也 神大OLK 502182

片岡佑太 阪大OLC 505105

田中創 阪大OLC 222733

緒方空人 阪大OLC 209999

下江裕貴 広島大学OLC 232317

大箭歩 金大OLC 196236

渡邊壮 金大OLC 196237

二瓶勢真 金大OLC 196345

山本哲也 金大OLC 196346

吉田涼哉 金大OLC 196347

石崎建 金大OLC 196348

渡邊寛希 金大OLC 196349

日吉将大 金大OLC 196611

築地孝和 朱雀OK 196100

祖父江有祐 東海高校 92824

岩味桜祐 東海高校 92864

森清星也 東海高校 92865

河井耀 東海中学校 183132

熊澤拓飛 東海中学校 183133

片岡勇仁 東海中学校 183134



杉浦文哉 東海中学校 183143

星野蒼太 東海中学校 183144

中村太亮 東海中学校 183152

渡邊裕太 東海中学校 183153

早川颯亮 東海中学校 184780

大野聡生 東海中学校 198866

前田裕太 三河OLC 220543

森河俊成 京大OLC レンタル

山本明史 京大OLC レンタル

坂口祐生 青波走行会 196114

種市雅也 東大OLK 231191

大橋陽樹 東大OLK 231445

宮本樹 京葉OLクラブ 185352

根本夏林 東大OLK 236048

佐藤遼平 OLC東海 221734

前野達也 May die~死期の悟り~ 220382

伊村公志 名大OLC 220283

花川賢人 名大OLC 220408

山本智士 名大OLC 232002

出口智士 名大OLC 231869

棚橋一樹 名大OLC 502496

堀尾健太郎 名大OLC 208178

住吉将英 名大OLC 239000

大森総司 名大OLC 239041

林雅人 名大OLC 220307

加藤宏明 名大OLC 220327

三浦一将 名大OLC 232061

長江源輝 名大OLC 220286

茶谷知哉 名大OLC 231849

南雲裕貴 名大OLC 231229

西嶋就平 名大OLC 220383

野田昌太郎 名大OLC 208180

岡本晟太郎 名大OLC 208269

横田智也 名大OLC 208160

WA

氏名 所属 Eカード　

長瀬朋子 つるまいOLC 183733

日下部朝美 レンタル

出田涼子 阪大OLC 502186



塚越真悠子 阪大OLC 502181

鈴木彩可 金大OLC 196239

山森汐莉 金大OLC 196240

江田黎子 OLP兵庫 195992

香取瑞穂 立教大学 236152

世良史佳 東大OLK 236153

河村優花 名大OLC 231387

伊部琴美 名大OLC 502491

山森麻未 椙山女学園大学 221752

太田希美 椙山女学園大学 221603

久野桃子 椙山女学園大学 208512

児山千都 椙山女学園大学 239114

MAS

氏名 所属 Eカード　

鵜飼須彦 OLCルーパー 220416

鈴木健夫 京葉ＯＬクラブ レンタル

小幡昭次 三河OLC 232453

加藤昭治 東海市 196166

緒方賢史 奈良市 レンタル

平沢正紀 つるまいOLC レンタル

野田良雄 中京OC レンタル

稲吉勇人 寿司屋OLC 196053

熊谷光起 寿司屋OLC 196112

佐藤充晃 寿司屋OLC 196109

松本拓也 寿司屋OLC 196106

山内崇弘 寿司屋OLC 196108

稲田旬哉 OLCふるはうす レンタル

小野盛光 三河OLC 198930

牧戸和之 伊勢志摩OLC 501739

牧戸悠生 伊勢志摩OLC 502602

西川陽 伊勢志摩OLC レンタル

石川嵩琉　 東海中学校 184781

生田真大 東海中学校 184782

早川正真 東海中学校 184824

藤原考太郎 東海中学校 184825

稲垣匠二 東海中学校 184875

桒原大雅 東海中学校 185049

中村晃 東海中学校 185052

米田凌梧 東海中学校 190162



岩崎壮馬 東海中学校 190174

森創之介 東海中学校 190175

伊藤環 東海中学校 190185

寺本裕哉 東海中学校 190186

髙橋侑大 東海中学校 190187

森下謙 東海中学校 190188

林祥太郎 東海中学校 198865

宮崎敦司 195995

大林俊彦 大阪OLC 502619

近藤正文 ルーパー 238918

杉浦智樹 名大OLC 231662

谷平光一 名大OLC 238897

森田涼介 名大OLC 238898

飯田晟樹 名大OLC 231844

安部智晴 名大OLC 239002

村上淳哉 名大OLC 239040

田牧将馬 名大OLC 239014

相馬健太 名大OLC 238896

井上裕人 名大OLC 239043

棟方隆司 名大OLC 238895

天野克則 名大OLC 239004

八木勇亮 名大OLC 502498

脇慎一郎 名大OLC 231945

WAS

氏名 所属 Eカード　

千葉史子 京葉OLクラブ 500458

緒方美智 奈良市 レンタル

鵜飼あや乃 京大OLC レンタル

渡我部ゆき 名大OLC 231864

中野真優 椙山女学園大学 239146

飯田桃子 椙山女学園大学 208300

安藤瑠乃 椙山女学園大学 239003

和波明日香 椙山女学園大学 239149

B

氏名 所属 Eカード　

並川星護 伊勢志摩OLC レンタル


