
第37回早大OC大会申込状況（1/17更新）
会場申込・団体申込のみのリストです。
Japan-O-entrY経由の個人申込は下記URLからご確認下さい。
https://japan-o-entry.com/event/view/30

6クラス
名前 所属 Eカード番号

岡本 将志 トータス レンタル
新 隆徳 入間市OLC 77024

岩瀬 祐介 New club Tokyo レンタル
千代澤 健右 上尾OLC レンタル
太田 瑛佑 34期 87659
石澤 俊崇 トータス レンタル
武田 光 早大OC寿会 レンタル

杉原輝俊 茨大OLD 501743
稲田優幸 茨大OLD 211086
川﨑翔 茨大OLD 221777

圓山大貴 茨大OLD 161183
井坂太一 茨大OLD 161184
奥尾優理 茨大OLD 221792
青芳龍 東北大学 228169

石川拓武 東北大学 228175
北見匠 東北大学 228245

久米悠介 東北大学 レンタル
島崎誠也 東北大学 228244

菅原晨太郎 東北大学 228172
高橋駿 東北大学 228294

谷口惠祐 東北大学 228188
鳥居洸太 東北大学 228187
長岡凌生 東北大学 228345
波多野僚 東北大学 228295
古屋洸 東北大学 228241

邊見侑也 東北大学 228243
水田達也 東北大学 228174

八重樫篤矢 東北大学 228189
渡邊大地 東北大学 228173
井上雄斗 東北大学 210735
小泉惇平 東北大学 200731
小平修 東北大学 210741

佐藤誠也 東北大学 211118
高本育弥 東北大学 210439
福永貴弘 東北大学 210998
横山裕晃 東北大学 200736
小林隆嗣 東北大学 200526

佐藤俊太郎 東北大学 200541
富田涼介 東北大学 220436
小松栄輝 東北大学 189836
高野柾人 東北大学 189898
滝川真弘 東北大学 189899
橋本正毅 東北大学 189901
半沢守 東北大学 189926

梅村 隼人 KOLC 184820
上村 太城 KOLC 196641
清水 俊祐 KOLC 231723
渡辺 鷹志 KOLC 196342

https://japan-o-entry.com/event/view/30


吉澤 雄大 KOLC 221759
和田 康次郎 KOLC 221790

田中 悠 KOLC 221829
東森 正貴 KOLC 184846
千葉 悠斗 KOLC 221519
北川 賢也 KOLC 228238
稲森 剛 KOLC 221515

小泉 知貴 KOLC 221539
坂梨 敬哉 KOLC 184906
高橋 和総 KOLC 231842
原田 慧吾 KOLC 196708
大類 茉美 KOLC 221786
戸澤 貴志 KOLC 184871
橘 孝祐 KOLC 210037

深野 広大 KOLC 228239
浜野 奎 KOLC 221955

角田 貴大 KOLC 500349
大田 雄哉 KOLC 232423
中村 直暉 KOLC 195993
迫田 勝太 桐朋IK レンタル
佐藤 隆 桐朋IK 196710

君島 健太 桐朋IK レンタル
高橋 宏太郎 桐朋IK レンタル
大木 翔太郎 桐朋IK レンタル
外山 隼也 桐朋IK レンタル
宮川　早穂 トータス 183164
榎　智弘 一橋大学 196704

田中　大貴 一橋大学 196645
井倉　幹大 東京大学 221827
大西　正倫 東京大学 196652
栗本　開 東京大学 196243

山口　雅裕 東京大学 196707
河野　大和 東京大学 208545
斉田　圭吾 東京大学 208536
瀬川　出 東京大学 208438

竹内　元哉 東京大学 208156
高見澤　翔一 一橋大学 231082
上野　夏生 東京大学 231087
大橋　陽樹 東京大学 231445
種市　雅也 東京大学 231191

比企野　純一 東京大学 231227
山川　登 東京大学 183075

小野寺 航 農工大OLC 189851
中原 惇太 農工大OLC 183173
澤田 隼弥 農工大OLC 183113
長井 健太 農工大OLC 114991
川名 竣介 農工大OLC 183114
磯山 高志 農工大OLC 183115
早川 徹彦 農工大OLC 180887
郷 朝紀 農工大OLC 180886

菊池 宏希 農工大OLC 183172
田渕 稔二 レンタル



6sクラス
名前 所属 Eカード番号

小林 博文 早大OC寿会 レンタル
神山 康 新倶楽部東京 レンタル

照井 幸太 早大OC寿会 レンタル
鈴木 榮一 千葉OLK 483407
宮本 幸治 京葉OLC 185352
宮本 和奏 京葉OLC 185368
勝山佳恵 茨大OLD 221578
椎名麻美 茨大OLD 211113

伊佐野はる香 東北大学 210419
臼井沙耶香 東北大学 211004
高橋ひなの 東北大学 210432
髙橋友理奈 東北大学 200643
長谷川真子 東北大学 200593
本間実季 東北大学 189940

三浦 やよい KOLC 205206
山崎 祐実 KOLC 205000
野村 麻奈 KOLC 205195
森田 桜織 KOLC 500352
平入 麻衣 KOLC 184894
土田 美和 KOLC 196709
櫻井 彩菜 KOLC 205196
古谷 直央 KOLC 501839
吉澤 佳帆 KOLC 228240
林 奈々 KOLC 205054

ノーディング 怜奈 KOLC 205097
上妻 紅音 KOLC 221809
篠崎 萌希 KOLC 501681
有尾 実紗 KOLC 204682
潘 晨妍 KOLC 196659

篠塚 みずき KOLC 196344
松嶋 夏子 KOLC 501841
岡野　仁美 十文字大学 221932
石神　愛海 実践女子 196715
小村　彩葵 実践女子 196713
門口　実加 津田塾 221618
松島　彩夏 立教 196247

稲垣 亜希乃 農工大OLC 180792
堀内 かほる 農工大OLC 180786
八木 千尋 農工大OLC 180569

田代 あゆ美 農工大OLC 180570



5クラス
名前 所属 Eカード番号

松永 真澄 新倶楽部東京 レンタル
阿部 昌隆 早大OC寿会 76959
加登屋 毅 レンタル
神山 綾 新倶楽部東京 レンタル

渡邉 彩子 レンタル
渡部 雅子 新倶楽部東京 レンタル

宮本 知江子 京葉OLC 185348
髙村 卓 上尾OLクラブ 198768

井上 拓紀 桐朋IK レンタル
関口 洋平 桐朋IK レンタル
柴田 日向 桐朋IK レンタル
奥村 尚史 桐朋IK レンタル
屋敷　龍吾 桐朋IK レンタル
 塩野 遼介 桐朋IK レンタル

富田 暁 桐朋IK レンタル
 小路 仁和 桐朋IK レンタル

一力 直太郎 桐朋IK レンタル
伊藤 悠真 桐朋IK レンタル
木下　達仁 一橋大学 221929
飯田　泰史 東京大学 231446
後藤　幸大 東京大学 231462

4クラス
名前 所属 Eカード番号

井村 眞一 早大OC寿会 レンタル
筆谷 敏正 早大OC寿会 レンタル

川久保 雄介 早大OC寿会 レンタル
竹中 庸 神奈川県大和市 レンタル

小鷲 宜也 竹中村 レンタル
土井 慶紀 レンタル
天野 仁 早大OC寿会 レンタル

亀田 是統 早大OC寿会 レンタル

3クラス
名前 所属 Eカード番号

川久保 ちづ子 寿会 レンタル
村杉 千夏 レンタル

小田嶋　響子 レンタル
八木沼 俊 レンタル
新本 真希 レンタル
髙村 陽子 上尾OLクラブ 400770


