
パークOツアーin関西2020滋賀大会スタートリスト

MA M50
時間 氏名 所属 時間 氏名 所属
10:34 松井 健哉 10:31 鵜飼 須彦
10:36 前川 一彦 10:33 楠見 耕介
10:38 住吉 将英 和歌山市 10:35 阪本 博
10:40 伴 毅 10:37 宮崎 敦司
10:42 稲田 優幸 10:39 本多 太郎
10:44 谷川 友太 片塾 10:41 角岡 明
10:46 森河 俊成 10:43 相川 純哉 西宮市甲子園
10:48 片岡 佑太 10:45 小野田 敦
10:50 松本 龍之介 札幌農学校 10:47 水島 豪士 神戸市
10:52 金城 和志 10:49 出田 洋
10:54 奥村 理也 TREKNAO 10:51 尾仲 敏也 OJI

10:56 菅谷 裕志 10:53 辻村 歩
10:58 深川 陽平 10:55 松橋 徳敏
11:00 宮本 樹 10:57 瀬谷 全那
11:02 大林 俊彦 10:59 河合 利幸
11:04 今松 亮太 11:01 頓宮 勇

11:03 ビューラ ヨールグ 長岡オリエンテーリングクラブ
WA 11:05 片山 雅之

時間 氏名 所属 11:08 中原 信一
10:51 緒方 美智 奈良市
10:53 吉田 菜々子 みちの会 W50
10:55 出田 裕子 時間 氏名 所属
10:57 加納 尚子 10:54 重吉 未来子
10:59 吉田 しのぶ 方向音痴会 10:56 大島 裕子
11:01 松井 日香里 10:58 吉岡 康子
11:03 村越 久子 11:00 三井 由美
11:05 出田 涼子 11:02 瀬谷 利花

M35 M65
時間 氏名 所属 時間 氏名 所属
10:31 石井 泰朗 10:34 鹿野 勘次
10:33 小林 知彦 10:36 前田 春正 KOLA

10:35 篠原 英剛 10:38 土屋 晴彦
10:37 谷垣 宣孝 10:40 高村 卓
10:39 土井 洋平 群馬県太田市 10:42 酒井 克明
10:41 緒方 賢史 奈良市 10:44 山本 博司
10:43 尾田 継之 10:46 関野 賢二 YTC78

10:45 平沢 正紀 10:48 荻田 育徳
10:47 中里 勝彦 航走の会 10:50 永田 実
10:49 岡本 祐樹 10:52 福田 良雄

M20 W35
時間 氏名 所属 時間 氏名 所属
10:30 谷口 瞬生 11:07 篠原 みこと
10:32 ビューラ 佑理 長岡オリエンテーリングクラブ 11:09 石井 祐子

11:11 宮本 知江子
11:13 富永 美和

W20
時間 氏名 所属
10:30 大島 楓子 滋賀県大津市
10:32 高橋 茉莉奈
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パークOツアー in 関西 2020滋賀大会 スタートリスト

W65 B
時間 氏名 所属 時間 氏名 所属
10:30 高村 陽子 10:45 世良 清 三重大学
10:32 山本 陽子 10:47 杉本 琢真 OWL

10:34 酒井 か代子 10:49 小濱 礼子
M75 G

時間 氏名 所属 時間 氏名 所属
10:36 井口 邦弘 WindRun 10:42 チーム真珠
10:38 久保 善正 10:44

10:40 佐藤 政明 大府市
W75

時間 氏名 所属
10:41 石田 美代子

M80
時間 氏名 所属
10:31 高橋 厚
10:35 石田 亘宏
10:39 小嶋 裕

M15
時間 氏名 所属
10:33 ビューラ 海 長岡オリエンテーリングクラブ

W15
時間 氏名 所属
10:37 石井 柚花
10:43 石井 百花
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