
第33回全日本ジュニアオリエンテーリング選手権大会 本戦

エントリーリスト（2019年8月9日時点）

ME

氏名 しめい 所属 学年 競技者登録番号 E-card番号

生田 真大 いくた まさひろ 東海高校 1 103-23-002 226210

早川 正真 はやかわ しょうま 東海高校 1 103-23-003 226103

藤原 考太郎 ふじわら こうたろう 東海高校 1 103-23-004 198869

森 創之介 もり そうのすけ 東海高校 1 103-23-010 198868

高橋 光 たかはし ひかる 新庄北高等学校 2 102-06-701 レンタル

寺嶋 謙一郎 てらしま けんいちろう 豊島学院高等学校 1 103-13-001 200521

遠藤 颯汰 えんどう そうた 埼玉県立浦和高校 2 102-11-001 レンタル

青木 祐人 あおき ゆうと 桐朋高等学校 2 102-13-008 502615

塩野 遼介 しおの りょうすけ 桐朋高等学校 2 102-13-010 502763

一力 直太郎 いちりき なおたろう 桐朋高等学校 1 103-13-013 502494

伊藤 悠真 いとう ゆうま 桐朋高等学校 1 103-13-014 505000

屋敷 龍吾 やしき りゅうご 桐朋高等学校 1 103-13-022 233260

柴田 日向 しばた ひゅうが 桐朋高等学校 1 103-13-017 233567

金子 泰樹 かねこ たいき 桐朋高等学校 1 103-13-016 505090

牧戸 悠生 まきど ゆうき 三重高等学校 1 104-24-049 502602

山見 泰輝 やまみ たいき 麻布学園高校 2 102-13-005 246272

福室 凜 ふくむろ りん 麻布学園高校 1 103-13-009 246283

栗田 稜也 くりた たかや 麻布学園高校 1 103-13-003 246268

清古 光 せいこ ひかる 麻布学園高校 1 103-13-006 507585

福井 陽貴 ふくい はるき 兵庫県立小野高等学校 1 103-28-001 210679

WE

氏名 しめい 所属 学年 競技者登録番号 E-card番号

落合 英那 おちあい はな 滝高等学校 2 202-23-001 502633

飯沼 友梨 いいぬま ゆり 滝高等学校 2 202-23-002 238877

佐藤 実紀 さとう みのり 県立多摩高校 1 確認中 レンタル

古田島 鈴音 こたじま すずね 新潟県立⾧岡高等学校 2 202-15-302 レンタル

清水 優里 しみず ゆり 山手学院高等学校 2 202-14-701 レンタル

（８校 ２０名）

（４校 ５名）

※競技者登録番号が「確認中」の選手は、エントリーシートに記載がなかった選手です。
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JME

氏名 しめい 所属 学年 競技者登録番号 E-card番号

伊藤 環 いとう たまき 東海中学校 3 104-23-002 226208

寺本 裕哉 てらもと ゆうや 東海中学校 3 104-23-003 240106

山田 和輝 やまだ かずき 東海中学校 3 104-23-004 226198

𠮷原 巧真 よしはら たくま 東海中学校 3 104-23-005 240105

髙橋 侑大 たかはし ゆうだい 東海中学校 3 104-23-006 226105

森下 謙 もりした けん 東海中学校 3 104-23-007 226104

林 祥太郎 はやし しょうたろう 東海中学校 3 104-23-007 226209

高田 朋輝 たかだ ともき 東海中学校 2 105-23-002 226106

高橋 義 たかはし ただし 真室川中学校 1 106-06-701 レンタル

松本 敬 まつもと けい 中央大学附属中学校 2 105-13-014 レンタル

仁科 智裕 にしな ともひろ 茨城県立並木中等教育学校 2 105-08-277 レンタル

高橋 裕貴 たかはし ひろき 桐朋中学校 3 104-13-002 505091

小比賀草太 おびかそうた 広島大学附属福山中学校 1 106-33-701 レンタル

久米 慧 くめ さとし 麻布学園中学校 3 104-13-009 246284

須田  雅大 すだ まさひろ 麻布学園中学校 3 確認中 レンタル

宮川 優斗 みやかわ ゆうと 麻布学園中学校 3 104-13-010 246727

徳地  一真 とくち かずま 麻布学園中学校 3 104-13-016 246266

谷村 康介 たにむら こうすけ 麻布学園中学校 3 104-13-012 レンタル

青山 慶啓 あおやま よしひろ 麻布学園中学校 2 105-13-017 レンタル

山田 大暉 やまだ たいき 麻布学園中学校 2 105-13-010 レンタル

尾藤 碩 びとう せき 麻布学園中学校 2 105-13-006 246267

JWE

氏名 しめい 所属 学年 競技者登録番号 E-card番号

鈴木 万結 すずき まゆ 東京農業大学第三高等学校附属中学校 3 205-11-004 249004

酒井 心菜 さかい みな 東京農業大学第三高等学校附属中学校 3 204-11-002 249005

小笠原 鈴奈 おがさわら れな 中央大学附属中学校 2 205-13-003 レンタル

NHE-男子

氏名 しめい 所属 学年 競技者登録番号 E-card番号

藤原 大志郎 ふじわら たいしろう 極楽小学校 5 108-23-002 レンタル

古田島 研人 こたじま けんと ⾧岡市立豊田小学校 5 レンタル

上田 脩司 うえだ しゅうじ 中部西小学校 6 107-24-053 239647

NHE-女子

氏名 しめい 所属 学年 競技者登録番号 E-card番号

落合 美那 おちあい みな 瀬部小学校 6 207-23-001 502517

本間 光 ほんま ひかる 袋井市立高南小学校 5 レンタル

小高 胡春 おだか こはる 英比小学校 6 レンタル

佐藤 果凜 さとう かりん 荏田西小学校 6 レンタル

（４校 ４名）

（７校 ２１名）

（２校 ３名）

（３校 ３名）

※競技者登録番号が「確認中」の選手は、エントリーシートに記載がなかった選手です。
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M18

氏名 しめい 所属 学年 競技者登録番号 E-card番号

星野 蒼太 ほしの そうた 東海高校 2 102-23-010 226212

桒原 大雅 くわばら たいが 東海高校 1 103-23-006 226211

曽田 和輝 そた かずき 埼玉県立浦和高校 2 102-11-010 レンタル

小松 響介 こまつ きょうすけ 埼玉県立浦和高校 2 102-11-007 レンタル

塚越 貴哉 つかこし たかや 埼玉県立浦和高校 2 102-11-012 レンタル

辻元 雄一郎 つじもと ゆういちろう 埼玉県立浦和高校 2 102-11-013 レンタル

道家 洋平 どうけ ようへい 埼玉県立浦和高校 2 102-11-014 レンタル

山村 瑛 やまむら あきら 埼玉県立浦和高校 2 102-11-020 レンタル

木村 真大 きむら まお 埼玉県立浦和高校 2 102-11-004 レンタル

岡部 泰良 おかべ たいら 埼玉県立浦和高校 2 102-11-002 レンタル

富田 健生 とみた けんせい 埼玉県立浦和高校 2 102-11-015 レンタル

早松 勇輝 はやまつ ゆうき 埼玉県立浦和高校 2 102-11-016 レンタル

山本 剛司 やまもと つよし 埼玉県立浦和高校 2 102-11-021 レンタル

森 旭陽 もり あさひ 埼玉県立浦和高校 2 102-11-019 レンタル

細谷 崇文 ほそや たかふみ 桐朋高等学校 2 102-13-001 502852

中野渡 康太朗 なかのわたり こうたろう 桐朋高等学校 2 102-13-014 502853

森本 裕冴 もりもと ゆうき 桐朋高等学校 2 102-13-017 502616

菊池 悠希 きくち ゆうき 桐朋高等学校 2 102-13-022 レンタル

関谷 祐生 せきや ゆうき 桐朋高等学校 2 102-13-012 502851

吉澤  秀斗 よしざわ しゅうと 桐朋高等学校 1 103-13-033 レンタル

大西 明 おおにし はる 桐朋高等学校 1 103-13-032 レンタル

藤原 颯人 ふじわら そうと 桐朋高等学校 1 103-13-029 レンタル

大槻 直央 おおつき なお 桐朋高等学校 1 103-13-027 レンタル

岩田 優貴 いわた ゆうき 桐朋高等学校 1 103-13-030 レンタル

奥村 尚史 おくむら なおふみ 桐朋高等学校 1 103-13-015 233269

大沼 翼 おおぬま つばさ 麻布学園高校 1 196128

小寺 智樹 こでら ともき 麻布学園高校 1 196129

星野 祐太 ほしの ゆうた 麻布学園高校 1 196119

M15

氏名 しめい 所属 学年 競技者登録番号 E-card番号

望月 佳 もちづき かい 麻布学園中学校 3 195997

天野 雄貴 あまの ゆたか 麻布学園中学校 3 196104

大峰 聡太 おおみね そうた 麻布学園中学校 2 195999

中野 航輔 なかの こうすけ 麻布学園中学校 2 195998

町田 涼介 まちだ りょうすけ 麻布学園中学校 2 レンタル

八木 優 やぎ まさる 麻布学園中学校 2 レンタル

（４校 ２８名）

（１校 ６名）

※競技者登録番号が「確認中」の選手は、エントリーシートに記載がなかった選手です。
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W15

氏名 しめい 所属 学年 競技者登録番号 E-card番号

北島 晶子 きたじま あきこ 共立女子中学校 3 204-13-003 レンタル

MF

氏名 しめい 所属 学年 競技者登録番号 E-card番号

滝沢 悠斗 たきさわ ゆうと 埼玉県立浦和高校 1 103-11-005 レンタル

諸藤 千喬 もろふじ ゆきたか 埼玉県立浦和高校 1 103-11-007 レンタル

風見 大芽 かざみ たいが 埼玉県立浦和高校 1 103-11-001 レンタル

山田 裕太 やまだ ゆうた 埼玉県立浦和高校 1 103-11-008 レンタル

楠 佳泰 くすのき けいた 埼玉県立浦和高校 1 103-11-002 レンタル

関口 翔太 せきぐち しょうた 埼玉県立浦和高校 1 103-11-004 レンタル

須田 道成 すだ みちなり 埼玉県立浦和高校 1 103-11-003 レンタル

中西 陽紀 なかにし はるき 埼玉県立浦和高校 1 103-11-006 レンタル

三品 拓大 みしな たくと 滝高等学校 2 レンタル

山田 倫太朗 やまだ りんたろう 滝高等学校 2 レンタル

齋藤 陽希 さいとう はるき 桐朋高等学校 2 102-13-021 レンタル

JMF

氏名 しめい 所属 学年 競技者登録番号 E-card番号

戸田 壮一 とだ そういち 東海中学校 1 106-23-001 240109

小林 亮太 こばやし りょうた 東海中学校 1 106-23-002 240107

種村 浩太朗 たねむら こうたろう 東海中学校 1 106-23-004 240108

武石 虹希 たけいし こうき 桐朋中学校 3 レンタル

高橋 英幸 たかはし ひでゆき 桐朋中学校 1 レンタル

仁科 蓮 にしな れん 桐朋中学校 1 レンタル

田部 悠葵 たなべ ゆうき 桐朋中学校 1 レンタル

磯部 建 いそべ たける 桐朋中学校 1 レンタル

⾧屋 清音 ながや きよと 桐朋中学校 1 レンタル

石塚 皓 いしずか あきら 麻布学園中学校 2 レンタル

植木 隆登 うえき りゅうと 麻布学園中学校 1 レンタル

黒田 悠悟 くろだ ゆうご 麻布学園中学校 1 レンタル

小⾧谷 晃平 こながや こうへい 麻布学園中学校 1 レンタル

小林 睦 こばやし あつし 麻布学園中学校 1 レンタル

谷 悠芦 たに ゆうろ 麻布学園中学校 1 レンタル

玉木 洸 たまき こう 麻布学園中学校 1 レンタル

西尾 豪太 にしお ごうた 麻布学園中学校 1 レンタル

濱田 樹 はまだ いつき 麻布学園中学校 1 レンタル

濱崎 海七渡 はまさき かなと 麻布学園中学校 1 レンタル

松岡 瑛介 まつおか えいすけ 麻布学園中学校 1 レンタル

吉岡 皆那人 よしおか みなと 麻布学園中学校 1 レンタル

小林 透哉 こばやし とうや 麻布学園中学校 1 レンタル

（１校 １名）

（３校 １１名）

（３校 ２２名）

※競技者登録番号が「確認中」の選手は、エントリーシートに記載がなかった選手です。


