
スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号

10:00 二俣真 脱巡航芸人 510495
10:01 瀬尾 峻汰 変幻自在のキャラ姉さん レンタル
10:02 山本 明史 京都OLC レンタル
10:03 菅 麻里絵 朱雀OK レンタル
10:04 塩平 真士 札幌OLC/OLP兵庫 レンタル
10:05 松下 睦生 京都OLC 114665
10:06 今松 亮太 OLCふるはうす レンタル
10:07 石井 泰朗 OLP兵庫 レンタル
10:08 渡辺鷹志 半炒飯 510488
10:09 龍溪優希 40期 レンタル
10:10 牧内 佑介 結束バンド レンタル
10:11 青木 柚樹 阪大OLC 510448
10:12 小菅 一輝 朱雀OK 511065
10:13 川畑 信章 知多市 レンタル
10:14 大林俊彦 大阪OLC 254579
10:15 岩井 龍之介 TOKCH 502509
10:16 菅波 崇志 レンタル
10:17 谷川 友太 片塾 238946
10:18 長井翔太郎 二条OLC 510641
10:19 下江裕貴 よすみちゃんの魅力を布教する会 232317
10:20 井上匠梧 KUOLC 510643
10:21 大野 絢平 KOLA 506243
10:22 大東 祐汰 晴れの国岡山OLC 512138
10:23 小牧 弘季 507742
10:24 近藤 康満 岐阜OLC 180888
10:25 伊藤良介 熱学 507411
10:26 浴本 悠貴 神大OLK 510599
10:27 田中 太郎 507355
10:28 緒方 賢史 奈良市 レンタル
10:29 田中 宏明 笑いのニューウェーブ 510355
10:30 祖父江 有祐 OLCルーパー レンタル
10:31 平岡丈 KUOLC 510640
10:32 谷 遼太郎 阪大OLC 510492
10:33 田中 悠 丘の上/長野県協会 221829
10:34 山本 智士 232002
10:35 小池 椋介 スマブラSP 506228
10:36 増澤 すず TORCH 507374
10:37 伊藤 夏生 ES関東 レンタル
10:38 森河 俊成 朱雀OK 505317
10:39 中野 喬博 GROK 208386
10:40 イルマズ恵明 川端ランニングクラブ レンタル
10:41 加納 尚子 朱雀OK 483354
10:42 佐野 萌子 朱雀OK 510393
10:43 松井 俊樹 京都OLC レンタル
10:44 藤本 拓也 KOLA 502511
10:45 谷口 瞬生 阪大OLC 510491
10:46 菅谷 裕志 OLCルーパー 238842

最強（64人）

サンキュー杯　スタートリスト



10:47 松本 萌恵 神大OLK 510331
10:48 内藤 一平 永遠にともに レンタル
10:49 石田倫啓 39期3150 245712
10:50 大箱 貴志 京都OLC レンタル
10:51 笹部　龍仁 掃除部 レンタル
10:52 平岩 伊武季 筑波大学 512729
10:53 山越 言 蒼穹クラブ レンタル
10:54 吉仲瑞貴 KUOLC レンタル
10:55 実藤 俊太 KOLA 502512
10:56 前川一彦 大阪OLC 507551
10:57 沖中 陽幸 京都OLC レンタル
10:58 和佐田祥太朗 サンキュー39 510487
10:59 伴 広輝 京都OLC レンタル
11:00 鹿野 勘次 岐阜OLC 510336
11:01 衣川 浩輔 朱雀OK レンタル
11:02 谷野 文史 39期という説もある。 505190
11:03 中野 海斗 神大OLK 510552

スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号

10:00 石井 柚花 OLP兵庫 レンタル
10:01 小橋唯華 small bridge 507518
10:02 角岡 明 三河OLC 240232
10:03 稲田 旬哉 OLCふるはうす 512140
10:04 上田皓一朗 510659
10:05 井口 大雅 漢のマゼル レンタル
10:06 小丸幸佑 k レンタル
10:07 鵜飼 須彦 OLCルーパー 220416
10:08 高橋 茉莉奈 大阪OLC 510490
10:09 松橋 徳敏 つるまいOLC レンタル
10:10 永瀬 真一 KOLA 504995
10:11 小山 俊洋 朱雀OK レンタル
10:12 川端 将也 阪大OLC 510493
10:13 瀬谷 全那 大阪OLC レンタル
10:14 越智純香 39期大好きサンキュー！！！ 200690
10:15 長瀬 朋子 つるまいOLC 507590
10:16 重岡慧実 KMNOLC 510486
10:17 森本雛子 41期 505104
10:18 宮崎 敦司 (無所属) 512731
10:19 瀬谷 利花 大阪OLC レンタル
10:20 平沢 正紀 つるまいOLC レンタル
10:21 小久保茉優 りすたいむ レンタル
10:22 岩田慈樹 磐隊付 507520
10:23 谷垣 宣孝 OLP兵庫 210427
10:24 金澤晴樹 ディアゴスティーニ 507414
10:25 酒井舞子 Amongusやりたい 504997
10:26 坂東愉楽 KOLA 505003

プロ（40人）



10:27 上原珠美 現実逃避?? 507517
10:28 前田 春正 KOLA 488135
10:29 平島 俊次 京都OLC レンタル
10:30 村上彩乃 京都パン屋巡り同好会 レンタル
10:31 小笠原 萌 奈良女OLC 510553
10:32 佐藤 政明 210397
10:33 篠原 英剛 OLP兵庫 レンタル
10:34 木村 洋介 大阪OLC 221820
10:35 小野盛光 岡崎OL協会 レンタル
10:36 小野田 敦 京都OLC レンタル
10:37 緒方 美智 奈良市 レンタル
10:38 久保 善正 京都OLC レンタル
10:39 荒木 亮哉 TORCH レンタル

スタート時刻 氏名 所属 Eカード番号
10:50 高橋 真面目 おぶうちゃんズ レンタル
10:51 大羽育美 ピクミン レンタル
10:52 筧 祥太郎 おぶうちゃんズ レンタル
10:53 村本 周平 ムーンライト村本 レンタル
10:54 小田明日香 42期 505002
10:55 中村優那 41期 505103
10:56 清水捷生 42期 レンタル
10:57 鈴木 沙綾 38期 レンタル
10:58 友成颯希 42期 505005
10:59 徳力雅哉 青葉OLC レンタル
11:00 北村　凌雅 42期 レンタル
11:01 山本 敢太 阪大OLC レンタル
11:02 鈴置 繁男 おぶうちゃんズ レンタル
11:03 久野 幸裕 おぶうちゃんズ レンタル
11:04 森江菜々子 41期 505006

アマチュア（15人）


