
参　加　者　名　簿 H29.11.9現在
平成29年度競技力向上事業Ⅰ（全国大会強化事業）

競技団体名　（特非）愛知県オリエンテーリング協会
期　　　　日　平成29年11月19日

往復 Ｅカード
No. 区分 氏名 所属 居住地 乗車駅 交通費
1 指導者（中央） 松澤俊行 JOAインストラクタ 浜松市中区 JR浜松
2 指導者（中央） 安藤通貴 NSCA認定パーソナルトレーナー 名古屋市中村区 名鉄名古屋
3 指導者 角岡　明 愛知県協会 刈谷市 自家用車 198875
4 指導者 前田裕太 愛知県協会 名古屋市東区 地下鉄東山
5 指導者 土屋晴彦 愛知県協会 名古屋市緑区 自家用車
6 指導者 杉森憲文 愛知県協会 豊田市 自家用車
7 指導者 新帯　亮 愛知県協会 知多市 自家用車
8 引率指導者 大野　聡生 東海中学校 名古屋市東区 地下鉄高岳 2,120 198869
9 選手 鹿野　勘次 美濃加茂市 自家用車 500987
10 選手 小幡昭次 三河OLC 岡崎市 自家用車 79389
11 選手 長瀬朋子 つるまいOLC 豊明市 自家用車
12 選手 山本智士 名古屋大学OLC 名古屋市南区 地下鉄桜本町 2,060 232002
13 選手 南河駿 名古屋大学OLC 名古屋市昭和区 地下鉄名古屋大学 2,820 208358
14 選手 堀尾健太郎 名古屋大学OLC 名古屋市千種区 地下鉄間内 3,200 208178
15 選手 横田智也 名古屋大学OLC 名古屋市港区 地下鉄築地口 2,440 208160
16 選手 橋爪佳菜子 椙山女学園大学OLC 稲沢市 名鉄上丸渕 2,920 208297
17 選手 福山美矩 椙山女学園大学OLC 名古屋市名東区 地下鉄一社 2,720 208492
18 選手 藤井菜実 椙山女学園大学OLC 岡崎市 名鉄バス宮地西 1,940 208176
19 選手 星野詩歩 椙山女学園大学OLC 安城市 名鉄桜井 1,800 208439
20 選手 山本穂波 椙山女学園大学OLC 岡崎市 名鉄バス真伝町 2,460 208185
21 選手 石田亘宏 愛知OLC 小牧市 名鉄田県神社前 2,280 401471
22 選手 石田美代子 愛知OLC 小牧市 名鉄田県神社前 2,280 185212
23 選手 新見　守 三河OLC 豊田市 自家用車 220397
24 選手 加藤昭治 東海市 自家用車 196166
25 選手 宮崎敦司 大府市 自家用車 195995
26 選手 菅谷裕志 OLCルーパー 名古屋市緑区 自家用車 76980
27 選手 岡野英雄 愛知OLC 東郷町 自家用車 185216
28 選手 祖父江　有祐 東海高校 名古屋市中川区 名鉄名古屋 2,120 92824
29 選手 羽田　拓真 東海高校 鈴鹿市 近鉄千代崎 3,760 92856
30 選手 岩味　桜祐 東海高校 名古屋市千種区 地下鉄東山公園 2,060 92864
31 選手 森清　星也 東海高校 岐阜市 名鉄岐阜 3,060 92865
32 選手 野村　晃司 東海高校 名古屋市天白区 地下鉄植田 1,920 183132
33 選手 河井　耀 東海中学校 名古屋市中村区 地下鉄中村日赤 1,580 183133
34 選手 熊澤　拓飛 東海中学校 岐阜市 名鉄岐阜 3,400 183134
35 選手 片岡　勇仁 東海中学校 尾張旭市 名鉄三郷 2,820 183143
36 選手 杉浦　文哉 東海中学校 名古屋市瑞穂区 地下鉄八事 2,000 183144
37 選手 深石　大 東海中学校 北名古屋市 JR稲沢 2,700 183145
38 選手 星野　蒼太 東海中学校 岡崎市 名鉄東岡崎 1,500 183152
39 選手 中村　太亮 東海中学校 名古屋市昭和区 地下鉄いりなか 2,000 183153
40 選手 渡邊　裕太 東海中学校 名古屋市昭和区 地下鉄荒畑 2,060 184780
41 選手 小山　竜正 東海中学校 名古屋市千種区 地下鉄池下 2,060 184781
42 選手 早川　颯亮 東海中学校 大府市 JR大府 1,980 184782
43 選手 石川　嵩琉　 東海中学校 名古屋市千種区 地下鉄覚王山 2,000 184824
44 選手 生田　真大 東海中学校 岡崎市 名鉄東岡崎 1,500 184825
45 選手 早川　正真 東海中学校 名古屋市中村区 地下鉄中村区役所 2,520 184875
46 選手 藤原　考太郎 東海中学校 名古屋市名東区 地下鉄本郷 2,120 185049
47 選手 稲垣　匠二 東海中学校 名古屋市瑞穂区 地下鉄八事 2,060 185052
48 選手 桒原　大雅 東海中学校 名古屋市名東区 地下鉄星ヶ丘 2,000 190162
49 選手 中村　晃 東海中学校 名古屋市昭和区 地下鉄荒畑 2,060 190174
50 選手 米田　凌梧 東海中学校 名古屋市千種区 地下鉄川名 2,000 190175
51 選手 岩崎　壮馬 東海中学校 岐阜市 名鉄岐阜 3,400 190185
52 選手 伊藤　環 東海中学校 瑞浪市 JR瑞浪 3,580 190186
53 選手 寺本　裕哉 東海中学校 名古屋市東区 地下鉄車道 2,120 190187
54 選手 𠮷原　巧真 東海中学校 津島市 名鉄青塚 2,920 190188
55 選手 髙橋　侑大 東海中学校 名古屋市瑞穂区 地下鉄桜山 2,060 198865
56 選手 森下　謙 東海中学校 名古屋市瑞穂区 地下鉄瑞穂区役所 2,060 198866
57 選手 林　祥太郎 東海中学校 愛西市 名鉄藤浪 2,920 198868
58 選手 安藤　瑠乃 椙山女学園大学OLC 各務原市 名鉄新那加 2,120 239003
59 選手 青木　志薫 椙山女学園大学OLC 大府市 JR共和 2,000 239008
60 選手 佐々木萌音 椙山女学園大学OLC 名古屋市昭和区 地下鉄吹上 2,060 239009
61 選手 中村　沙那 椙山女学園大学OLC 浜松市 JR浜松 2,680 239115
62 選手 福地　あかり 椙山女学園大学OLC 稲沢市 地下鉄名古屋 2,120 239147
63 選手 和波　明日香 椙山女学園大学OLC 四日市市 地下鉄名古屋 2,120 239149
64 選手 落合　英那 OLCルーパー 一宮市 502633
65 選手 落合　美那 OLCルーパー 一宮市 502670

66 選手 内藤ヒロオ 三河OLC 岡崎市 自家用車 220372

・交通費欄が空欄の方で公共交通機関ご利用の方は、会場までの経路、往復料金をお知らせいただければ、
交通費をお支払します。11月12日までに連絡をお願いいたします。
・Eカード番号が空欄の方でEカードを持参される方はお知らせください


