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２０１３(平成２５)年 第３９回全日本オリエンテーリング大会 

日本オリエンテーリング選手権（ロングディスタンス競技） 

WRE（世界ランキングイベント）プログラム 

２０１３(平成２５)年３月２４日(日) 

 

大会役員名簿 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

名誉会長  西川 一誠（福井県知事） 

名誉副会長 橋本 達也（あわら市長） 

      林 雅則（福井県教育長） 

会  長  山西 哲郎 

（(公社)日本オリエンテーリング協会会長）

副 会 長  相馬 幸右衛門 

（福井県オリエンテーリング協会会長）

      久保 喜正 

（(公社)日本オリエンテーリング協会副会長）

顧  問  寺井 靖高（あわら市教育長） 

      齋藤 勇治（福井県スポーツ保健課長）

参  与  三上 進 （あわら市スポーツ課長） 

      岩田 利和（トリムパークかなづ所長）

実行委員長 林  博 

 （福井県オリエンテーリング協会副会長）

副委員長  宇野 信彦、三上 雅克 

（福井県オリエンテーリング協会）

委  員 

奥居 稠朗、森田 輝雄、吉田 泰穂、畑中 勝、 

小山 俊洋、天谷 翔吾、山口 敏夫、野田口 三千雄

脇坂 昌季、小林 力、冨加見 俊哉 

 

大会コントローラ 小野田 敦（京都府） 

IOF イベントアドバイザ 村越 真 

 

協  力 

北信越オリエンテーリングクラブ連絡協議会 

石川県オリエンテーリング協会、 

金沢オリエンテーリング協会 

小松市オリエンテーリング協会 

金沢大学オリエンテーリング部 

富山オリエンテーリングクラブ 

福井県オリエンテーリング協会 

サンワコンオリエンテーリングクラブ 

 

競技役員名簿 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

総務責任者  宇野 信彦 

運営責任者  林  博 

競技責任者  三上 雅克 

コース設定者 三上 雅克 

 

本  部 

 ◎林  博、相馬 幸右衛門、奥居 稠朗、 

山西 哲郎、高村 卓 

受  付 

 ◎森田 輝雄、久野 由恵、高木 紀榮、孫田 三郎、

藤田 弘、木下 繁紀、、山梨 栞、野澤 麻乃、 

杉本 敬一 

スタート 

 ◎吉田 泰穂、畑中 勝、前田 洋、森田 剛史、 

  北川 拓弥、松岡 里沙、五味 あずさ、大竹 司、

鈴木 宏明 

◎小山 俊洋、天谷 翔吾、東光 正浩、山口 敏夫 

コース管理 

◎三上 雅克、北 翔太、高嶋 健伍、金 和也、 

石坂翼樹、森 一樹、増田 暁、高橋 秀明 

フィニッシュ 

◎野田口 三千雄、西尾 善和、松澤 卓也、 

春日 直也 

計算センター 

◎脇坂 昌季、小林 力、冨加見 俊哉、的場 洋輔、

山川 克則、輿 織江、小山 健司 

フィットネス 

◎宇野 信彦、大谷 峰雄、川端 賢蔵、高田 翔午、

小山 智弥 

救  護 

◎久藤 ツタヱ(看護師)、川道 久美子(看護師) 

金沢大学オリエンテーリング部 

 丹保 卓、廣部 達哉、森谷 紘基、荒井 清美、 

横田 勇輝、辻  晃、 
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大会概要 

タイムテーブル ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

駐車場の使用時間  ８：００－１７：００ 

  駐車券不要 

体育館開場・閉場  ８：３０－１６：３０ 

  会場閉鎖 １７：００ 

当日受付      ９：３０－１０：３０ 

Ｇ・Ｎ受付    １０：００－１１：００ 

初心者説明会   １０：３０－１１：００ 

スタート個人の部 １０：００－１２：００ 

表彰式（順次）  １２：００－１５：００ 

地図販売の時間  １２：３０－ 

欠席者地図配布  １３：００－ 

フィニッシュ閉鎖 １４：３０  

 

あなたのタイムテーブル（メモ） ̶̶̶̶ 

前日宿泊先 [          ] 

出発時刻         ： 

会場着          ： 

（更衣時間・準備） 

会場発          ： 

（誘導   分＋トレーニング時間   分） 

スタート時刻       ： 

フィニッシュ予定時刻   ： 

持ち物チェック 

ＯＬウェア・ＯＬシューズ（規制なし） 

コンパス・安全ピン  個（ナンバーカード用）、

保険証 

 

体調管理 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

競技前には，自分自身の健康状態を考え，絶対に無

理をしないようにしてください。競技前には，準備運

動を十分行ってください。体調に異常を感じたときに

は競技を中止して，必要に応じて競技役員あるいは周

囲の競技者に助けを求めてください。 

競技者は，他の競技者から体調不良により助けを求

められた場合は，これに協力してください。 
 

問い合わせ先 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

大会前：緊急時を除き E メール／FAX を 

ご利用ください。 

E メール； foa-fukui@aroma.ocn.ne.jp  

FAX； 0776-36-3300 福井県 OL 協会 

TEL； 0776-36-2790 （17:00 まで） 

前当日：携帯電話 090-1396-1002（林博） 

 

会場周りでの忘れ物について ̶̶̶̶̶̶̶ 

大会終了後１週間に限り保管します。 

問い合わせ先にお尋ねください。 

 

大会中止の場合の案内 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

以下の場合は大会を中止します。参加費返金はいた

しません。ご了承ください。 

●当日，天候その他により，主催者側が参加者の安全

を確保できないと判断した場合。 

●当日の朝，交通機関のトラブル等により参加者の大

半が来場できないと予想される場合。 

●大会中止の場合は，当日朝，JR 芦原温泉駅および会

場にて掲示および係員を配置して告知します。 

 

WRE（ワールドランキングイベント）とは̶̶

IOF では，世界中の競技者を共通の尺度でランク付

けする「世界ランキング（WR）」制度を設け，各国に

おける高品質のエリート大会（WRE）の開催を推進し

ています。 

JOA では，日本選手権大会（ロングディスタンス競

技）を WRE とすることにより，エリート競技者ばか

りでなく，運営者にとってもレベルアップ，国際化を

はかり，さらなる発展を遂げることを期待しています。

世界ランキングは，直前 12 か月における各競技者の

上位 4 スコアの合計により決まります。詳しくは， 

http://iof.6prog.org/wr_home.aspx 

をご覧ください。 
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ご 挨 拶 

 

公益社団法人 

日本オリエンテーリング協会 

会長 山西 哲郎  

 

 今回で 39 回目の全日本オリエンテーリング大会に、全国

各地からの参加された皆様、ありがとうございます。また、

この大会のために運営や支援をいただいている地元をはじ

め、協会や関係者や団体の方々に春の開幕にふさわしい大会

つくりができたことに公益社団法人日本オリエンテーリン

グ協会を代表して感謝とお礼を申し上げます。 

 この冬は例年にも増して、寒さ厳しく大雪となり日々の生

活や練習の困難さは大きかったことでしょう。この大会を目

指してその困難さを超えたオリエンテーリングを愛する人

たちが結集した全日本の大会の始まりです。特に日本海側に

面した雪の地である福井で行われ、やっと顔を出した新しい

自然の大地を春の風になって走る喜びは大きいと思います。 

 昨今、スポーツ界は、暴力、体罰等の問題で多くの問題を

生じ「スポーツとは何か」という本質を問われています。オ

リンピック憲章には「スポーツは人間の本質である」と、述

べられています。今こそ、人間にふさわしい、人間らしさに

戻れるスポーツを再生することが求められているのです。ス

ポーツの大会はスポーツに理念をもって日頃の生活の中で

練習を楽しみと努力をもって行い、その晴れの舞台である大

会で個々の力を多くの人たちと交流によって、文化といわれ

るスポーツを完成することです。そこには共有した出来るス

ポーツ精神をもって公正に友情あふれた戦い展開されなけ

ればなりません。そして、激しいプレイにもスポーツマンシ

ップの心と動きによって美しいプレイが表現されるのです。 

 我らのオリエンテーリングは自然豊かな地形環境のなか

をマップで自分の走る道をつくりながら競技する自立した

スポーツ文化です。そして、自然に立ち向かう勇気とそれを

超える力を持ってルール守り、友情あふれた仲間と共に戦う

特性が、他のスポーツ競技よりも際立っています。それは、

現代の自然の乏しく、健康や体力、そして人間関係の薄くな

った時代を是正する力を知り、正しい方向性を見出すことを

体感する価値あるスポーツです。 

 本大会場のテレインは田園と雑木林の里山で成り立つ昔

懐かしい日本の原風景が多いのです。そのなかを走る道は走

りやすさを感じても迷路も多く、多様な判断力が必要になっ

てきます。それだけにオリエンテーリングの醍醐味を体験す

ることができるでしょう。 

その福井の地で自然と人間によって共に喜びあえる本大

会が創られることを皆様にお願い申し上げます。 

 最後に、この大会に関心と希望をもって参加と創造をして

いただいた方々、また、この地で生活されている地元の方々

から貴重な時間と空間（場）を提供してもらっていることに

再度感謝してお礼の挨拶とします。 

ご 挨 拶 

 

 

福井県知事 

西川 一誠 

 

歴史と伝統のある第３９回全日本オリエンテ

ーリング選手権大会が全国から多数の選手なら

びに関係者の皆様をお迎えして、本県において開

催されますことを、県民を代表して心から歓迎申

し上げます。 

オリエンテーリングは、最適なルートを素早く

判断し、目的地にいかに早く到達するか、体力は

もちろん判断力や推理力が必要とされる競技で

あります。参加される皆様には日頃から培われた

成果を十分に発揮され、思い出に残る素晴らしい

大会になることを願っております。また、小学生

からトップアスリートまでが参加される本大会

の開催が、本県のスポーツ活動の一層の推進につ

ながるものと期待しております。 

福井県は、平成３０年に「福井しあわせ元気国

体」を開催いたします。県民の元気と創意を結集

し、「幸福度日本一」に相応しい国体を目指して

おりますので、地元に戻られました際には、御友

人等にお知らせいただければ幸いです。 

終わりに、本大会の開催にあたり御尽力されま

した関係者の皆様に心から敬意を表しますとと

もに、参加されます皆様の御健闘と競技の安全を

祈願いたしまして御挨拶とさせていただきます。 
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ご 挨 拶 

 

 

あわら市長 

橋本 達也  

 

 

「第３９回全日本オリエンテーリング選手権大会」

が、多数の参加者を迎えて盛大に開催されますこと

をお祝い申し上げますとともに、全国各地から福井

県随一の温泉郷、あわら市へお越しいただき、心か

ら歓迎を申し上げます。 

あわら市は、福井県の最北端に位置し、地形は北部

の丘陵地、南西部の平坦地、東部の山岳地帯と大き

く３つに分かれており、美しい日本海、静かな湖や

川、緑豊かな山々、優れた泉質の温泉、太陽をいっ

ぱい浴びた農作物など、自然の恵みにあふれたとこ

ろです。  

また、メイン会場となります“トリムパークかなづ”

は、“自然とのふれあい”“人と人とのふれあい”“健

康増進”の 3 本柱を公園づくりの基本方針としてい

ます。公園の奥へ進むと、林や木々が立ち並んでお

り、そこに散策路や散歩道が整備されています。ほ

かにも、日本庭園があり四季折々の自然を多くの方

に楽しんでいただいております。 

参加されます選手の皆様には、日頃の練習で培われ

た成果を十分に発揮され、春光天地に満ちる中、あ

わら市でのオリエンテーリングを存分に楽しみ、思

い出に残る素晴らしい大会となりますよう願ってお

ります。 

結びになりますが、大会の開催にあたりご尽力され

た関係者の皆様に深く敬意を表しますとともに、本

大会のご成功とオリエンテーリングの益々のご発展

を祈念申し上げ、歓迎のあいさつといたします。 

 

 

 

 

ご 挨 拶 

 

 

福井県オリエンテーリング協会 

会 長 相馬 幸右衛門 

 

 

全国各地のオリエンティアの皆さん、ようこそ第

３９回全日本オリエンテーリング大会にご参加

をいただき、まことにありがとうございます。福

井県で初めての全日本大会を開催できますこと

は大きな喜びで、心からの歓迎を申し上げたいと

存じます。 

全国からの多数の同志をお迎えするためには、福

井県オリエンテーリング協会スタッフだけでは

運営できないことから、北信越オリエンテーリン

グクラブ連絡協議会の石川県・富山県関係者、な

らびに金沢大学オリエンテーリング部にも加わ

っていただき運営準備委員会を立ち上げ、一致し

た協力のもとに準備を進めてまいりました。しか

し、不十分なところもあるかと思いますが仲間意

識の中で和やかにご参加いただけますよう、お願

い申し上げる次第でございます。 

加えて、福井県のご指導や、地元あわら市のご当

局の絶大なるご支援とご協力をいただき、衷心よ

り深く感謝申し上げます。 

それでは、ご参加の皆さま、どうか悔いのない成

果を上げていただくとともに、また、前日に会場

近くの坂井市海浜自然公園で開催される金沢大

学大会にも、ぜひとも参加していただき、北陸の

早春のオリエンテーリングを心ゆくまでお楽し

みいただくとともに、越前の里の人情や風土を併

せて堪能していただきたいと存じます。 

おわりになりましたが、本大会の開催にご協力を

賜りました関係各位とくに地元の皆さまに深く

感謝申し上げ、あわせてオリエンテーリングが今

後いっそう普及しますよう祈念し、ご挨拶とさせ

ていただきます。 
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交通手段 

自家用車ご利用の方 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  
  北陸自動車道 「金津」IC より  5km 約 10 分 

  北陸自動車道 「丸岡」IC より 11km 約 20 分 

 
 

駐車場のご利用について ̶̶̶̶ 
・駐車場に余裕がありますので駐車券は 

発行しません 

・駐車場は係員の指示に従って下さい 

・自家用車は、第 1・2，第 3 駐車場 

に駐車してください。 

・貸切バスは、第 3 駐車場内北東側に 

専用駐車スペースがあります。 

・駐車場内では、一般利用客もありま 

すので、お互いに注意協力して駐車 

してください。 

 ・主催者は事故の責任を負いません。 

・障がいをお持ちの方・ご高齢の方・ 

  小さなお子様をお連れの方などは、 

  会場付近に駐車できるよう配慮い 

たしますので、事前に問合せ先ま 

でご連絡ください。 

「案内図会場周辺」
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公共交通機関ご利用の方 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

ＪＲ北陸本線「芦原温泉駅」下車  

京福バス「芦原温泉駅前」(駅西口)バス停下車 

⇒徒歩：駅東口より 1.4km 約 20 分 

⇒タクシー：駅西口乗り場より 2km 

約 5 分（800 円程度） 

 

 

徒歩で 芦原温泉駅東口からの来場に

ついて ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
会場の多目的体育館まで、1.4km 約 20 分

テープ誘導はありません。案内市街地図看板が

中間地点にあります。 

車に気を付けてお越しください。 

 

 

 

◆大会当日のＪＲ芦原温泉駅への電車時刻表 
  ＜当日出発参考資料＞ 太字：JR 特急、細字：JR 普通 

発駅 発時刻 路線名 JR 芦原 

富山 6:32 普通⇒金沢  

金沢 7:40 普通 9:01 

富山 7:09 しらさぎ 4 号 8:26 

金沢 
8:15 サンダーバード 12 号 8:54 

8:48 しらさぎ 56 号 9:26 

品川 6:00 のぞみ 99 号/名古屋乗換/⇒米原 

しらさぎ 51 号 8:09 発 
9:26 

名古屋 7:32 

広島 6:00 
のぞみ 108 号/⇒新大阪 

サンダーバード 3 号 7:46 発 

 

岡山 6:40 9:47 

大阪 7:41  

羽田 7:45/50 ＜JAL/ANA＞ ⇒小松 8:45/50 ＜空港レンタカーが便利＞30 ㎞ 

 

◆大会当日の JR 福井駅前経由による、JR 芦原温泉駅への電車バス時刻表 
＜夜行、当日出発福井駅乗換参考資料＞ 太字：JR 特急、細字：JR 普通、バス 

方面 発時刻 路線名 
福井駅

着 
福井駅発 路線名 

JR 芦原

温泉駅着

東京 22:10 高速バスﾄﾞﾘｰﾑ１号 6:30 8:18 普通 8:35 

東京 23:20 高速バスﾄﾞﾘｰﾑ３号 8:30 8:39 普通 8:55 

岡山 6:08 新幹線/⇒新大阪 

サンダバード 1号 7:14発
9:00 

9:16 しらさぎ 51 号 9:26 

大阪 7:10 9:18 普通 9:36 

 

◆大会当日の芦原温泉駅へのバス時刻表 

京福バス 金津･東尋坊線 

東尋坊 
えちぜん鉄道 

三国駅前 
東尋坊 

えちぜん鉄道 

あわら湯のまち駅前 

JR 芦原温泉 

駅前（到着） 

̶ 8:30⇒ 8:39⇒ 9:03⇒ 9:17 

9:13⇒ 9:22⇒ ̶ 9:37⇒ 9:51 

 ＊休日は早朝の便数が少ないので、宿泊斡旋した旅館には送迎バスを手配済みですが、 

個別申込された方は、宿泊先による送迎バスについて個別にご確認ください 

©2013 Google 地図データ©2013 Google, ZENRIN
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会場 

本部・受付・更衣所・トイレ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  
すべて多目的体育館内に設営してあります。正面玄関北側選手通用口よりお入りください。開場 8:30、閉

場 16:30 の予定となっていますので、ご協力ください。 

なお、当日は、体育館東側の屋外テニスコートで、福井県ダブルステニストーナメント大会（100 名参加

予定）の二日目（予備日）が開催され、とくに前日が雨天で順延した場合には更衣室などの利用も予想され

ますので、譲り合ってご利用ください。また、一般の方が利用される、スタジオ・トレーニング室（体育館

北西側）もありますので、そこには立ち入らないでください。 
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競技の基本情報

競技種別：ロング･ディスタンス競技 

競技規則：(公社)日本オリエンテーリング協会が定

める「日本オリエンテーリング競技規則」に基づ

いて行います。 

通過証明：SPORTIdent社の電子パンチング計時

システム（ＳＩカード）を使用します。 

地図情報：2012-2013年 福井県オリエンテー

リング協会作成 JSOM2007準拠 

地図作成者：三上雅克 

旧地図情報：テレインの一部が含まれる 

「トリムパークかなづ（2011年金大大会2012

年全国レクリエーション大会）」 

（なお、ウェブサイトで旧地図の公開をしています） 

縮  尺：クラスにより異なります。 

1:15,000 M21E、W21E 

1:10,000 その他のクラス 

等高線間隔：5m 

通行可能度：4段階表示 

防水仕様 ：ポリエチレン袋封入済 

地図サイズ：Ａ4 

コントロール位置説明：JSCD2008記号表記 

但し、M／W12・10クラス Bクラスは、日本

語による表記を併記します。 

地図記号：地図記号JSOM2007に準拠していま

す。次の特殊記号を使用しています。地図見本で

確認ください。 

×  （黒）人工特徴物 

 （茶）短線（ひげ）の短い土がけ  

 （灰）大きな遊具：およその形状を図示 

 

 （黒）ビニルハウス 

※ 下２つについてはレースに影響しないエリ

アに存在します。 

地図交換：M21E、M20Eは2マップ方式でおこな

い、競技途中で地図交換があります。 

 

禁止事項 

立ち入り禁止について： 

本大会へ参加される方は、大会開催まで下記範囲

への立ち入りを禁止します。違反した場合は、失格

となります。トリムパークかなづ公園内及び外周道

路の通行は構いません。 

『国道８号、県道153号線、県道123号線で囲ま

れたトリムパークかなづ周辺の山林』 

 

情報付与の禁止について： 

フィニッシュ後に、出走前の参加者に対し、本大

会で使用した地図（フィニッシュで非回収）を見せ

る、旧地図を使ったルート検討など、情報を与える

並びに受ける行為を禁止します。 

 

トレーニング・コース 

事前には設けません。 

前日、坂井市海浜自然公園において第29回金沢

大学オリエンテーリング大会（スプリントオリエン

テーリング）が開催されます。 

（申込先：金沢大学オリエンテーリング部） 

http://kindaiolc.web.fc2.com/meet/2013/ 

 

テレイン情報 

標高10～170mの里山テレインで、舗装道路を

挟んで東西２つの山塊で形成されており、それぞれ

特徴が異なります。西側のエリアは比較的なだらか

ですが、複雑な地形と不明瞭な植生の混在により、

ナビゲーションが難解なエリアです。東側のエリア

は主に急斜面の尾根・沢で形成され、微地形はあま

り見られません。また溶岩が露出した沢床や高い岩

崖を伴う深い沢が数本あり、通行する際は注意が必

要です。 

東西ともに小道・小径は少ないですが、東側エリ

アには間伐事業による林道が迷路状に巡っており、

林道の山手側は1～3mの土崖が並行しているため、

ルートの自由度が制限されています。植生は、大半

が雑木林で変化に富んでいますが、見通しの良い杉

林も2～3割程度見られます。走行可能度は概ね良

好で、全体の約６割は走行可能です。ただし、地盤

の固さや落ち葉の堆積、融雪後のぬかるみなどの影

響により、スピードを出しづらいところもあります。 

なお、テレイン内の積雪は、３月10日現在でほ

とんど見られません。 

 

競技時間 
全てのクラスにおいて、別表の通り競技時間を設

けます。競技時間を超えた場合、成績に順位がつき

ません。 

 

テープ誘導・所要時間 
・会場～スタート地区 

（選手権クラス､M/W12･10クラス） 

：赤(桃)テープ 400m 徒歩約 ６分 
（上記以外の一般クラス） 

：青緑テープ  2.4km 徒歩約 35分 

・スタート枠～スタートフラッグ：赤白テープ 
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・テープ誘導区間(地図交換)：赤白テープ 

（M21E,M20Eクラスにあります） 

・最終コントロール～フィニッシュ:赤白テープ 

・フィニッシュ～計算センター（ＳＩカードの読み

取り）：緑黄テープ 

 

服装と用具について 
服装に特に制限は設けませんが、テレインにはと

げのある植物や間伐材がありますので、長袖長ズボ

ンの服装で参加してください。ケガの防止のために、

踏み抜き等をしにくい靴底のしっかりした履物を

ご用意ください。 

また、笛を携帯することが望ましいです。 

 
クラスの統合，分割 
クラスの統合、分割はありません。 

 

シード選手 
競技規則 9.1 に従いスタートリスト作成にシ

ード制を採用しました。 

対象は選手権クラスで、M21E,W21E クラス

は A 強化指定選手及び 2012 年度世界選手権日

本代表選手、M20E,W20E クラスは U-20 強化

指定選手をシード選手としました。 

 

代走 
 代理出走は認めません。 

 
地図回収 
地図回収は行いません。出走前の参加者に地図

を見せるなどの行為は禁止です。見せたことが判

明した場合には，双方の競技者ともに失格になり

ます。 

 

ドーピング検査 
ドーピング検査を実施いたします。フィニッシ

ュ後、役員より声をかけられた方は、役員の指示

に従ってください。 

 

調査依頼・提訴 
調査依頼 
調査依頼がある場合は，本部にて所定の用紙に

記入の上、すみやかに競技責任者あてに提出して

ください。調査依頼に対する競技責任者の回答は、

依頼者に通知するとともに公式掲示板に提示し

ます。調査依頼締切は当日 14：30 とします。 

提訴 
調査依頼に対する競技責任者の回答に納得で

きない場合、競技規則 24.4 に基づき提訴するこ

とができます。提訴は調査依頼の回答通知後、15

分以内に本部にて所定の用紙に記入の上、裁定委

員会あてに提出してください。 

★裁定委員 
本大会の裁定委員は当日公表します。 

各クラスの概要 優勝設定時間・競技時間   

クラス 距離 登高
優勝 

設定時間 

参加 

者数 

競技 

時間 

 km m 分 人 分

M21E 9.6 675 90 23 140

W21E  5.9 400 75 12 120

M20E 7.3 460 70 38 120

W20E 4.4 265 60 11 120

M21A 7.2 520 80 80 160

M21AS 5.1 280 60 12 120

M35A 5.6 365 70 9 140

M40A 5.1 280 65 17 130

M45A 4.7 275 60 42 120

M50A 4.3 255 55 29 120

M55A 3.8 200 50 24 120

M60A 3.0 160 50 31 120

M65A 2.6 155 50 25 120

M70A 2.6 130 45 25 120

M75A 2.4 110 45 20 120

M20A 5.3 300 70 26 140

M18A 4.3 240 60 13 120

M15A 2.8 165 50 4 120

M12 1.8 75 30 5 120

M10 1.7 55 20 4 120

W21A 4.7 275 65 19 130

W21AS 3.0 160 50 3 120

W35A 3.8 200 55 10 120

W40A 3.0 160 50 2 120

W45A 2.6 155 45 4 120

W50A 2.6 130 45 3 120

W55A 2.4 110 45 3 120

W60A 2.4 110 45 6 120

W65A 2.2 100 40 6 120

W70A 2.2 100 40 4 120

W20A 4.3 240 60 4 120

W18A 2.4 130 50 2 120

W15A 2.3 100 40 2 120

W12 1.8 75 30 2 120

W10 1.7 55 20 2 120

MBL 4.0 180 50 13 120

MBS 2.5 100 30 11 120

WBL 3.2 125 50 3 120

WBS 2.5 100 30 4 120

OAL 5.1 280 - - 120

OAS 3.0 160 - - 120

OB 3.2 125 - - 120

 



  10   
  

大会の流れ 

会場開場時間 ８：３０～１６：３０  
本部・受付・更衣所・トイレなどが、多目的体育

館内にあります。正面玄関北側「選手通用口」より

お入りください。 

 

公式掲示板（本部横） ̶̶̶̶̶̶̶̶ 
プログラムの修正・追加情報などを随時掲示しま

すので、必ずご確認ください。 

 

個人受付（アリーナ南西側） ̶̶̶̶̶ 
事前申込（個人）の方で申込に不備がない方は受

付を通る必要がありません、直接アリーナ１階南側

においてある、配布物を各自でお取りください。 

公式掲示板で参加費の過不足などの不備がある

と掲載された方は、「受付３」でご確認のうえ、配

布物もあわせてお受け取りください。 

当日申込（個人）の方は「受付１」横の記入台で

所定の参加申込用紙に必要事項を記入のうえ、参加

費用を添えて提出してください。その後「受付２」

にて、スタート時間の指定を受けて、レンタルＳＩ

カード、ナンバーカードなどをお受け取りください。

（別途詳細記載あり） 

 

事前申込者の配布物 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
アリーナ１階南側に、クラスごとに配布物の入っ

た封筒がナンバーカード順に並べてありますので、

各自で取り、中身を確認してください。配布物の内

容は、 

・ナンバーカード（選手権クラスは 2 枚（胸と背中）、

一般クラスは 1 枚（胸）、安全ピン等で見やすく

つけてください。） 

・ＳＩカード（レンタルした場合シールつき）、マ

イＳＩカードの場合はシールのみ（各自で貼り付

けてください） 

・観光パンフレット  などです。 

なお、「コントロール位置説明」は、スタート地区

で配布します。 

注意ナンバーカード用安全ピンは各自持参 

なお、安全ピンを忘れた方は、「受付３」でお求

めください（4 個 50 円、8 個 100 円）。 

 

コンパスの貸し出し（受付３）̶̶̶  

預かり金 2,000 円にてコンパスを貸し出ししま

す。預かり金は返却時にお返しします。万一損傷や

紛失があった場合には、預り金にて実費を負担して

いただきます。 

フィットネスＯ受付 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
フィットネスＯにご参加の方は、正面玄関を出て、

「体育館北側のピロティ」で受付してください（ス

タート・フィニッシュも同じ場所）。 

初心者説明も行っていますので、同行者の方も、

気軽にご参加ください。 

 

更衣所、荷物置場 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
・男子更衣所・荷物置場：アリーナ１階 

譲り合ってご利用ください 

・女子更衣室：体育館１階北東側女子更衣室 

（※荷物放置・シャワー使用は禁止です） 

・男子更衣室：体育館１階北西側男子更衣室 

（※荷物放置・シャワー使用は禁止です） 

 

託児スペース ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
本大会では、大会当日に会場内にある１室を託児

スペースとして利用することが可能です。ただし、

主催者側では係員を配置しませんので、お子様だけ

のご利用はできません。保護者の方の付き添いのも

とでのご利用を厳にお願いいたします。 

 

トイレ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
会場内にはトイレが４カ所あり十分な数が確保

されております。会場周辺では案内図に記載の第３

駐車場東側のトイレをご利用ください。スタート地

区にトイレはありません。 

 

救護所および救急病院 ̶̶̶̶̶̶ 

救護所は、救急本部をアリーナ内本部に置き、フ

ィニッシュおよびテレイン内の給水所に救護道具

を配置します。ＡＥＤは体育館事務所に常設されて

います。 

また、救急病院は、あわら市は休日当番制をとっ

ており、当日公式掲示板に掲載します。 

 

スタート地区まで ̶̶̶̶̶̶̶̶ 

ウォーミングアップエリア 

会場周辺にウォーミングアップエリアを設けます。

５ページの「会場周辺案内図」に記載されている、

エントランス広場をご利用ください。また選手権・

M/W12・10 以外のクラスは、スタート地区への

誘導路上（スタート地区まであと 5 分の地点）にも

設けます。 
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スタート  開始時刻 10：00 

閉鎖時刻 12：00 

スタート地区（共通） 

スタート閉鎖時刻以降の出走は原則として認めま

せん。現在時刻を掲示し、呼び出しは行いません。

ＳＩカード、ナンバーカードを忘れた場合にはスタ

ートできません。 

ウィンドブレーカーをスタート地区で預かります。

番号を記載した大きな袋を用意しますので、整理の

上各自で入れて番号を覚えておいてください。他人

のものと間違えないように名札を付ける等各自工夫

してください。 

 

選手権・M/W12・10 クラス： 

会場からスタート地区まで赤(桃)色テープ誘導、

400ｍ徒歩約６分です。 

ウィンドブレーカー返却は預かった地点付近で行

います。 

 

上記以外の一般クラス： 

会場からスタート地区まで青緑テープ誘導、

2.4km、登距離約３0ｍ、徒歩約 35 分です。途中、

２車線の交通量のやや多い道路を横断する箇所が２

カ所あります。車に注意し、安全を確認のうえ横断

してください。 

スタート地区に水を用意しておきます。 

ウィンドブレーカー返却は体育館選手通用口付近

で行います。 

 

スタート方法（共通）̶̶̶̶̶̶̶ 

5 分前 サイレントスタートです。各自、現在時刻

を示す時計を確認して５分前にスタート枠に入っ

てください。その際、枠入り口にてＳＩカードの

クリアとチェックを行ってください。「ピッ！」と

いう電子音と赤いランプが点灯することを確認し

てください。電子音と赤いランプの点灯が確認出

来なかった方は、役員に申し出てください。故障

の場合には、別のＳＩカードをお渡しします。 

4 分前 1 つ前の枠に進んでください。 

3 分前 ご自身の出走クラス枠にお入り下さい。 

2 分前 1 つ前の枠に進んで、コントロール位置説

明をお取りください。コントロール位置説明の大

きさは最大で６×14.5cm です。 

1 分前 さらに 1 つ前の枠に進み、各自で自分のク

ラスの地図を確認してください。 

選手権クラスは、地図の裏面に、名前をお書き

ください。 

スタートチャイマーと同時に地図を取り、スタ

ートしてください。正しい地図を取るのは競技者

の責任です。 

 

遅 刻 

遅刻者は、役員の指示に従い、遅刻者枠からのス

タートになります。 

遅刻者枠に向かい、役員の指示に従って下さい。

なお、遅刻者の所要時間は指定された正規スタート

時刻から計算します。 

 

スタートフラッグまで 

スタートフラッグまでは必ず赤白テープ誘導をた

どってください。スタートフラッグの位置が地図上

の△の中心です。 

 

競技上の注意 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

・M21E、M20E クラスは２マップ方式です。コー

ス途中に地図交換のための誘導区間（赤白テープ）

がありますので、テープに従ってください。 

・マップ交換の方法は、そこまでの地図を地図回収

箱に入れ、各自で自分のクラスの地図を確認し、

取ってください。赤白テープ誘導をたどってくだ

さい。フラッグの位置が地図上の△の中心です。 

・テレイン内には給水所を設けます。その場所は地

図にコップ印で示されています。 

・給水所には、救護道具を設置しますので、各自で

処置をすることができます。救護を要する場合に

は役員か本部に申し出てください。 

・地図上で示される立ち入り禁止区域および住宅・

耕作地等の私有地には絶対に立ち入らないようご

注意ください。立ち入り禁止区域への立ち入りを

行った場合は失格となります。 

・現地において、青黄テープで囲まれた区域は立入

禁止です。危険箇所もありますので、決して立ち

入らないでください。 

・けが人を発見した場合には、速やかに場所･状況な

どをパトロールジャンパー着用の係員または本部

にお知らせください。けが人の救助を競技よりも

優先してください。 

・ＳＩカードを紛失した場合、失格とします。 

 

ＳＩ使用時の注意事項 ̶̶̶̶̶̶ 

 [パンチ方法] 

見本を会場内に設置しますのでご確認ください。

パンチを試すことができます。 

コントロールに着いたらＳＩカードの先端をＳＩ

ステーションの穴に差し込みます。パンチされた時

には「ピッ！」という電子音が鳴り、ＳＩステーシ
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ョンの赤いランプが点灯します。必ず電子音と光を

確認してください。確認できない場合に、ＳＩカー

ドに通過記録が残らないのでご注意ください。 

複数のステーションが設置されているコントロー

ルがありますが、どちらを使用してもかまいません。 

 

[パンチが確認できなかった場合] 

ＳＩカードをＳＩステーションに差しこんでから

数秒待っても電子音と光が出ない場合は、ＳＩステ

ーションが故障している可能性があります。その場

合は、コントロールに設置されているピンパンチを

使用して地図のリザーブ欄にパンチをしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ミスパンチについて] 

途中で間違ったコントロールのパンチが記録され

ていても正しい順番で回ったことが確認できれば完

走と認めます。したがって、間違ったコントロール

でパンチした場合でもそのまま正しいコントロール

に行ってパンチすればよいことになります。 

【例 1】7→8→9 と行くべきところ、8 を飛ばして

9 をパンチした（7→9）場合 

⇒8 に戻ってパンチし、再び 9 をパンチする。 

【例 2】7 の次に 8 に行くべきところを他のクラス

のコントロール X でパンチした場合 

⇒8 に行ってパンチし、9 へ向かう。 

 

[その他の注意事項] 

レンタルＳＩカードへの加工、書き込み等は認め

られません。レンタルＳＩカードを破損又は紛失し

た場合は実費を頂きます。競技中のＳＩカード破損

又は紛失によりデータの読み取りが不可能となった

場合、記録は失格となります。 

 

 

フィニッシュ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

フィニッシュ閉鎖時刻 1４：３0 

最終コントロールからフィニッシュまでは赤白テ

ープ誘導です。テープ誘導をたどってください。フ

ィニッシュラインに、フィニッシュステーションが

設置されています。 

フィニッシュ方法は、全クラスパンチングフィニ

ッシュです。ＳＩカードをフィニッシュステーショ

ンにパンチした時点で競技終了とし計時いたします。

フィニッシュステーションをパンチしない場合につ

いても失格になりますので、必ずパンチしてくださ

い。 

計算センターでのＳＩカード読み取り 

フィニッシュ後は、計算センター（300m、緑黄

テープ誘導）でＳＩカード読み取りを行いますので、

必ずかつ速やかに移動してカード読み取りを行って

ください。この読み取りを行わない場合、記録が残

りませんので、未帰還者扱いとなりますのでご注意

ください。 

レンタルＳＩカードは計算センターの役員が回収

し、マイカードは読み取り後にその場で返却します。

またラップ印刷を行う予定です。 

地図回収 

フィニッシュで、地図回収は行いませんが、ＳＩ

ステーションの故障で地図のリザーブ欄を使用した

場合は、計算センターで役員に申し出て、地図に名

前を書いて提出してください。 

足洗い場 

フィニッシュから計算センターまでの間に足洗い

場がありますので、泥などは必ずそこで落としてく

ださい。多目的体育館周辺にはありませんので、ご

協力よろしくお願いします。 

コントロールの撤収 

14：30よりコントロール撤収を開始しますので、

競技が終了していなくても必ず 14：30 までにはフ

ィニッシュを通過し、ＳＩカードを計算センター役

員に渡すようにしてください。棄権する方も同様に、

計算センター役員にＳＩカードを渡してください。

計算センターで確認できなかった場合は、未帰還者

として捜索されることになります。 

 

成績掲示・表彰式 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 

速 報 

会場内にて速報を掲示します。 

表彰式 

各クラス3名（Ｅクラスは6位まで）を表彰します。 

当日申し込みクラス（OAL・OAS・OB）は表彰

の対象になりません。 

【参考 競技規則ガイドライン】 

18.コントロール・カードとパンチ器具から抜粋 

ＳＩシステムでは各コントロールに設置した

「バックアップ用ピンパンチ」等によるパンチが

バックアップとなる。 

以下のいずれかの場合は失格となる 

・速くパンチをし過ぎて信号を確認できず、カー

ドにパンチしたことの電子記録がない場合 

・システムが故障している場合は指定された方法

によりバックアップのパンチをしなければなら

ないが、この記録のない場合  
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表彰は 12：00～15：00 の間で数回に分けて行

う予定です。会場のアナウンスに従って表彰対象者

は表彰会場横にお集まりください。M21E、W21E

クラス 1 位の方を平成 24 年度日本選手権者としま

す。M20E、W20E クラス 1 位の方を平成 24 年度

ジュニア日本選手権者とします。 

前日の金沢大学大会での表彰もここで行うことが

あります。 

ルート解説 

E クラス入賞者のルート解説を上位確定後、表彰

式までの間に実施します。トップ選手の技術や発想

を学ぶいいチャンスです。ぜひご視聴ください。 

またAクラスにおいては優勝者のルートを掲示い

たします。優勝が確定しましたら、優勝者の方は、

本部にある筆記具を利用して、掲示してある該当ク

ラスの地図にルートを書き込んでいただくようお願

いします。 

 

 

販売など ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

成績表 

成績表は、受付にて 1 部 400 円にてお申込いた

だけます。後日郵送させていただきます。 

本大会の成績は大会公式サイトにも掲載いたします。 

100ｋm コンペ 

100ｋｍコンペの手続きは本部で行います。 

地図販売（12：30～） 

コース図と全コントロール図を販売します。 

欠席者の地図配布（13：00 頃～） 

欠席者の地図は、本部にて 13：00 頃から配布し

ます。準備ができた時点で案内します。 

 

物産販売 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

飲食物販売 

会場内には、多目的体育館内に飲料の自動販売機

が 2 台、第 3 駐車場東側に 4 台ありますが、コン

ビニなどの施設は会場周辺 1km 圏内には、ありま

せん。地元有志によるおろし蕎麦の販売を検討中で

すが、あらかじめ各自でご用意ください。 

展示・販売 

オリエンテーリング用品の販売があります。 

 

 

 

当日申し込み（9:30～1０:３0）̶̶ 

受付１横の記入台で所定の参加申込用紙に必要事

項をご記入の上、参加費用を添えて提出してくださ

い。 

受付２にてスタート時刻の指定を受け、ＳＩカー

ドとナンバーカードほかを受け取ってください（ス

タート時刻はすべてこちらで指定させていただきま

す）。 

当日参加クラス・参加に必要な費用 

参加費（ＳＩカードレンタル料を含む）は以下の

通りです。マイカードの使用はできません。 

なお、表彰の対象にはなりません。 

初心者の方は、フィットネスＯにご参加ください。 

 

フィットネス O（福井県民大会）̶̶̶ 

 会場内をスタート・フィニッシュとして、フィッ

トネス O を開催します。初心者の方でも楽しめます

ので、お気軽にご参加ください。 

受付時間：10 時～11 時 

受付場所：多目的体育館北側ピロティ 

◆競技方法 

ポイントオリエンテーリング、ピンパンチ方式 

◆地 図：トリムパークかなづ 2012 

縮  尺：1：5,000 

等高線間隔：5m、通行可能度：4段階表示 

◆クラス： 

Ｇクラスは２，３人のグループで、 

・少年少女組（小中学生のみ） 

・家族組（小学生以下を含むグループ） 

・一般組（その他のグループ） 

Ｎクラスは、初心者の個人 

◆参加料（保険料@200 円含む） 

500 円（あわら市民 200 円） 

◆Ｇ/Ｎ初心者説明（10:30～11:00） 

◆Ｇ/Ｎ閉会式（12:00～） 

その他： 

①グループの部には、受付後にオリエンテーリング

初級講習を行います。 

②コンパスの貸し出しを行いますが、お持ちの方は

ご持参ください。 

③自然を大切にし、田畑や耕作地には絶対に立ち入

らず、ゴミは必ずお持ち帰りください。 

OAL・OAS 24 歳以上 4,300 円 

OAL・OAS 19 歳～23 歳 3,300 円 

OB 19 歳以上 2,800 円 

OAL・OAS・OB 18 歳以下 2,000 円 
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スタートリスト 

M21E ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:44:00 (1) 堀江 悟 名古屋大学 

10:47:00 (2) 山上 大智 東京大学 OB 

10:50:00 (3) 新 隆徳 入間市 OLC 

10:53:00 (4) 池 陽平 京葉 OLC 

10:56:00 (5) 紺野 俊介 横浜 OLC 

10:59:00 (6) 円井 基史 多摩 OL 

11:02:00 (7) 真保 陽一 東大 OLK 

11:05:00 (8) 渡仲 祥太 名古屋大学 

11:08:00 (9) 尾崎 弘和  

11:11:00 (10) 鹿島田 浩二 渋谷で走る会 

11:14:00 (11) 結城 克哉 東大 OLK 

11:17:00 (12) 谷川 友太 OLC ルーパー 

11:20:00 (13) 小泉 成行 O-Support 

11:23:00 (14) 小暮 喜代志 ES 関東 C 

11:26:00 (15) 寺垣内 航 京葉 OL クラブ 

11:29:00 (16) 篠原 岳夫 渋谷で走る会 

11:32:00 (17) 長縄 知晃 静岡 OLC 

11:35:00 (18) 宮西 優太郎 東北大学 

11:38:00 (19) 柳下 大 みちの会 

11:41:00 (20) 松井 健哉 OLC ルーパ̶ 

11:44:00 (21) 松澤 俊行 静岡 OLC 

11:47:00 (22) 小林 遼 渋谷で走る会 

11:50:00 (23) 櫻本 信一郎 京葉 OL クラブ 

W21E ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

11:15:00 (31) 高野 美春 入間市 OLC 

11:18:00 (32) 渡辺 円香 ES 関東 C 

11:21:00 (33) 斎藤 早生 チーム白樺 

11:24:00 (34) 田島 利佳 みちの会 

11:27:00 (35) 高野 由紀 入間市 OLC 

11:30:00 (36) 稲毛 日菜子 お茶の水女子大学 

11:33:00 (37) 花木 睦子 トータス 

11:36:00 (38) 高橋 美誉 岩手大学 OLC 

11:39:00 (39) 加納 尚子 朱雀 OK 

11:42:00 (40) 朴峠 周子 ときわ走林会 

11:45:00 (41) 宮川 早穂 立教大学 

11:48:00 (42) 皆川 美紀子 みちの会 

 

 

 

 

M20E ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:36:00 (51) 和佐田 祥太朗 東海中学校 

10:38:00 (52) 田中 宏明 京大 OLC 

10:40:00 (53) 大久保 雄真 東海高校 

10:42:00 (54) 向島 宏記 名古屋大学 

10:44:00 (55) 宇井 賢 京大 OLC 

10:46:00 (56) 稲森 剛 東海高校 

10:48:00 (57) 大城 真人 武相高校 

10:50:00 (58) 天野 裕貴 東海中学校 

10:52:00 (59) 横江 薫 東海高校 

10:54:00 (60) 松下 睦生 京大 OLC 

10:56:00 (61) 平野 大輔 名古屋大学 

10:58:00 (62) 澤田 潤 東海高校 

11:00:00 (63) 太田 裕士 京大 OLC 

11:02:00 (64) 濱宇津 佑亮 麻布 olk 

11:04:00 (65) 平原 誉士 東海高校 

11:06:00 (66) 糸井川 壮大 京大 OLC 

11:08:00 (67) 小向 和希 岩手大学 OLC 

11:10:00 (68) 二村 真司 東海高校 

11:12:00 (69) 岡田 淳之 東海中学校 

11:14:00 (70) 柴沼 健 桐朋 IK 

11:16:00 (71) 笠間 悠輔  京大 OLC 

11:18:00 (72) 宮本 樹 京葉 OL クラブ 

11:20:00 (73) 角田 貴大 東海高校 

11:22:00 (74) 渡辺 幸 山形大学 

11:24:00 (75) 清水 虎太郎 東海高校 

11:26:00 (76) 深田 恒 東大 OLK 

11:28:00 (77) 三浦 一将 東海中学校 

11:30:00 (78) 五百倉 大輔 京大 OLC 

11:32:00 (79) 長谷川 望 東海高校 

11:34:00 (80) 藤村 陸 早大 OC 

11:36:00 (81) 熊田 悠人 東海中学校 

11:38:00 (82) 杉村 俊輔 東北大学 

11:40:00 (83) 澤田 陸 東海高校 

11:42:00 (84) 當坂 康紘 京大 OLC 

11:44:00 (85) 種市 雅也 東海高校 

11:46:00 (86) 椎名 晃丈 東海中学校 

11:48:00 (87) 祐谷 大輝 東大 OLK 

11:50:00 (88) 嶋岡 雅浩 名古屋大学 
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W20E ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:53:00 (89) 神谷 玲花 椙山女学園大学

10:55:00 (90) 多田 智美 岩手大学 OLC 

10:57:00 (91) 千葉 史子 東大 OLK 

10:59:00 (92) 吉田 あかり 椙山女学園大学 

11:01:00 (93) 熊野 ひとみ 京女 OLC 

11:03:00 (94) 伊東 瑠実子 東大 OLK 

11:05:00 (95) 西澤 奈美 京大 OLC 

11:07:00 (96) 渡邉 彩子 早大 OC 

11:09:00 (97) 守屋 舞香 椙山女学園大学 

11:11:00 (98) 宮本 和奏 京葉 OL クラブ 

11:13:00 (99) 山岸 夏希 公文国際学園 

M21A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:01:00 (101) 山根 祥延 大阪 OLC 

10:02:00 (102) 安田 太郎 OLP 兵庫 

10:03:00 (103) 廣瀬 文明 阪大 OLC 

10:04:00 (104) 赤坂 太郎 

10:05:00 (105) 前田 裕太 茨城県つくば市 

10:06:00 (106) 黒田 勇人 KOLC 

10:07:00 (107) 坂口 祐生 阪大 OLC 

10:08:00 (108) 山口 尚宏 OLC ルーパー 

10:09:00 (109) 登坂 祥大 丘の上 

10:10:00 (110) 森本 大輔 広島 OLC 

10:11:00 (111) 田中 裕也 

10:12:00 (112) 東 将央 KOLC 

10:13:00 (113) 井上 博人 入間市 OLC 

10:14:00 (114) 加野 良樹 新大 OC 

10:15:00 (115) 栗栖 怜央 阪大 OLC 

10:16:00 (116) 大塚 友一 京葉 OL クラブ 

10:17:00 (117) 河上 重範 

10:18:00 (118) 尾崎 渉 まめこ隊 

10:19:00 (119) 伊藤 奎梧 京大 OLC 

10:20:00 (120) 牧 宏優 名古屋大学 

10:21:00 (121) 津高 剛 阪大 OLC 

10:22:00 (122) 鎌田 健太郎 

10:23:00 (123) 平野 弘幸 東北大学 

10:24:00 (124) 内藤 愉孝 浜松 OLC 

10:25:00 (125) 堀田 遼 東京大学 

10:26:00 (126) 蛭田 晃仁 ときわ走林会 

10:27:00 (127) 宮城島 俊太 みちの会 

10:28:00 (128) 石野 夏幹 東大 OLK 

10:29:00 (129) 松本 佳也 北大 2 年目 

10:30:00 (130) 中西 基裕 阪大 OLC 

10:31:00 (131) 内藤 一平 京大 OLC 

10:32:00 (132) 大江 恒男 OLP 兵庫 

10:33:00 (133) 堀 裕多 阪大 OLC 

10:34:00 (134) 岡部 淳 入間市 OLC 

10:35:00 (135) 吉野 信 みやこ OLC 

10:36:00 (136) 国沢 五月 トータス 

10:37:00 (137) 安中 勇大 京大 OLC 

10:38:00 (138) 木村 洋介 OLC ルーパー 

10:39:00 (139) 野本 圭介 筑波大学 

10:40:00 (140) 佐々木 裕之 ＦＦC 

10:41:00 (141) 小室 祐貴 新大 OC 

10:42:00 (142) 古澤 誠実朗 鳩の会 

10:43:00 (143) 藤島 由宇 三条 OC 

10:44:00 (144) 鈴木 蒼 京大 OLC 

10:45:00 (145) 大西 康平 ぞんび～ず 

10:46:00 (146) 玉木 圭介 大阪 OLC 

10:47:00 (147) 中島 正治 KOLC 

10:48:00 (148) 前田 悠作 名古屋大学 

10:49:00 (149) 新城 大樹 京葉 OL クラブ 

10:50:00 (150) 山本 遼平 新大 OC 

10:51:00 (151) 幸原 朋広 阪大 OLC 

10:52:00 (152) 細川 知希 名古屋大学 

10:53:00 (153) 畝林 誠 金沢メタ坊～ず 

10:54:00 (154) 青木 洸則 

10:55:00 (155) 島澤 勇人 新大 OC 

10:56:00 (156) 和久田 好秀 静岡 OLC 

10:57:00 (157) 尾崎 誠 まめこ隊 

10:58:00 (158) 松井 俊一 筑波大学 

10:59:00 (159) 近藤 康満 名古屋大学 

11:00:00 (160) 新宅 有太 紅萌会 

11:01:00 (161) 谷口 彰登 鳩の会 

11:02:00 (162) 中村 浩之 新大 OC 

11:03:00 (163) 大木 孝 みちの会 

11:04:00 (164) 小林 祐太 名古屋大学 

11:05:00 (165) 小菅 一輝 京大 OLC 

11:06:00 (166) 髙見 博道 OPC43 

11:07:00 (167) 永松 敦 浜松 OLC 

11:08:00 (168) 小松 和輝 新大 OC 

11:09:00 (169) 荒明 遼一 名古屋大学 

11:10:00 (170) 纓坂 尚 サン・スーシ 

11:11:00 (171) 平山 友啓 KOLA 

11:12:00 (172) 野村 隼大 新大 OC 

11:13:00 (173) 山本 匡毅 名古屋大学 

11:14:00 (174) 関 淳 東北大学 
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11:15:00 (175) 奥村 理也 OLC 吉備路 

11:16:00 (176) 田濃 邦彦 静岡 OLC 

11:17:00 (177) 小橋 正明 新大 OC 

11:18:00 (178) 橋本 浩一 武相顧問 

11:19:00 (179) 藤生 考志 東京 OL クラブ 

11:20:00 (180) 笠原 朋樹 阪大 OLC 

M21AS ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:27:00 (227) 青木 俊之 練馬 OLC 

10:28:00 (228) 赤井 秀和 静岡 OLC 

10:29:00 (229) 小島 由幸 Forester 

10:30:00 (230) 松浦 吉晃 OPC43 

10:31:00 (231) 小林 慎哉 Forester 

10:32:00 (232) 小池 英希 JANETS 

10:33:00 (233) 小西 宏 大阪 OLC 

10:34:00 (234) 小林 博文 日本旅行 

10:35:00 (235) 高橋 範 NPO トータス 

10:36:00 (236) 三善 研吾 名古屋大学 

10:37:00 (237) 小澤 啓 方向音痴会 

10:38:00 (238) 棚橋 是之 つるまい OLC 

M35A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:01:00 (301) 大原 卓 晴れの国岡山 OLC

10:02:00 (302) 山本 真司 ES 関東 C 

10:03:00 (303) 藤平 正敏 多摩 OL 

10:04:00 (304) 新見 和教 チームちょるる 

10:05:00 (305) 源後 知行 みちの会 

10:06:00 (306) 大野 聡生 東海中学校 

10:07:00 (307) 兼田 僚太郎 Team 白樺 

10:08:00 (308) 福田 雅秀 川越 OLC 

10:09:00 (309) 宮川 達哉 所沢 OL 

M40A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:52:00 (252) 上田 浩嗣 Team Heart Golds

10:53:00 (253) 奥山 真輝 晴れの国岡山 OLC 

10:54:00 (254) 夏目 保雄 京葉 OL クラブ 

10:55:00 (255) 山田 健一 札幌 OLC 

10:56:00 (256) 小峰 利憲 川口 OLC 

10:57:00 (257) 半田 太郎 博多 OLC 

10:58:00 (258) 小林 亜紀夫 つるまい OLC 

10:59:00 (259) 中里 勝彦 航走の会 

11:00:00 (260) 照井 幸太 横浜 

11:01:00 (261) 大平 晃久 

11:02:00 (262) 永瀬 真一 KOLA 

11:03:00 (263) 宮村 稔 小松市 OLK 

11:04:00 (264) 上條 圭 方向音痴会 

11:05:00 (265) 森 竜生 横浜 OL クラブ 

11:06:00 (266) 川前 紀尚 OLC ふるはうす 

11:07:00 (267) 谷村 正樹 杉風会 

11:08:00 (268) 美藤 陽一 広島 OLC 

M45A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:10:00 (310) 瀬口 洋治 OLC ルーパー

10:11:00 (311) 清水 尊司 広島 OLC 

10:12:00 (312) 小林 重信 ときわ走林会 

10:13:00 (313) 柳澤 貴 ES 関東 C 

10:14:00 (314) 鈴木 挙直 京葉 OL クラブ 

10:15:00 (315) 飛松 淳一 OLC レオ 

10:16:00 (316) 辻村 歩 OLC ふるはうす 

10:17:00 (317) 稲葉 英雄 三河 OLC 

10:18:00 (318) 石原 孝彦 大阪 OLC 

10:19:00 (319) 菱沼 輝男 FFC 

10:20:00 (320) 滝 正晴 静岡 OLC 

10:21:00 (321) 池田 俊彦 つるまい OLC 

10:22:00 (322) 三科 伸之 春日部 OLC 

10:23:00 (323) 小泉 辰喜 東京 OL クラブ 

10:24:00 (324) 浦瀬 太郎 女子医大 OLK 

10:25:00 (325) 梅林 正治 多摩 OL 

10:26:00 (326) 丸山 則和 みつけ OLC 

10:27:00 (327) 安藤 克美 山梨骨骨クラブ 

10:28:00 (328) 宮本 幸治 京葉 OL クラブ 

10:29:00 (329) 北川 達也 OLC ふるはうす 

10:30:00 (330) 田村 聡 多摩 OL 

10:31:00 (331) 羽鳥 和重 川口 OLC 

10:32:00 (332) 新井 和彦 入間市 OLC 

10:33:00 (333) 笛木 勉 西蒲 OLC 

10:34:00 (334) 山本 賀彦 OLP 兵庫 

10:35:00 (335) 阪本 博 大阪 OLC 

10:36:00 (336) 井口 良範 高崎 OLC 

10:37:00 (337) 坂田 雄一郎 

10:38:00 (338) 佐藤 信彦 OLC サンスーシ 

10:39:00 (339) 小林 岳人 ES 関東 C 

10:40:00 (340) 瀧川 英雄 OLC ふるはうす 

10:41:00 (341) Kari Ylonen Ita-Hameen Rasti 

10:42:00 (342) 岩倉 毅 OLP 兵庫 

10:43:00 (343) 樋口 一志 朱雀 OK 

10:44:00 (344) 横田 実 KOLA 

10:45:00 (345) 寺嶋 一樹 ES 関東 C 

10:46:00 (346) 大林 俊彦 大阪 OLC 
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10:47:00 (347) 戸坂 慎一 方向音痴会 

10:48:00 (348) 清水 茂 群馬 ARDF 

10:49:00 (349) 杉本 光正 ES 関東クラブ 

10:50:00 (350) 丘村 彰敏 大阪 OLC 

10:51:00 (351) 広江 淳良 ES 関東 C 

M50A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:18:00 (418) 齋藤 和助 京葉 OL クラブ

10:20:00 (420) 山崎 弘文 うさぎ会北海道 

10:22:00 (422) 中島 克行 静岡 OLC 

10:24:00 (424) 齋藤 貴之 ときわ走林会 

10:26:00 (426) 角岡 明 三河 OLC 

10:28:00 (428) 中原 信一 大阪 OLC 

10:30:00 (430) 板谷 日出男 OLP 兵庫 

10:32:00 (432) 宍戸 祐司 ソニーOLC＆ワンダラ

10:34:00 (434) 下江 貴博 広島 OLC 

10:36:00 (436) 齋藤 宏顕 ES 関東クラブ 

10:38:00 (438) 佐野 弘明 小松市 OLK 

10:40:00 (440) 井上 仁 OLC レオ 

10:42:00 (442) 三宅 亙 多摩 OL 

10:44:00 (444) 池田 博 方向音痴会 

10:46:00 (446) 茅野 耕治 ワンダラーズ 

10:48:00 (448) 松橋 徳敏 つるまい OLC 

10:50:00 (450) 齋藤 英之 川越 OLC 

10:52:00 (452) 沖浦 徹二 大阪 OLC 

10:54:00 (454) 鈴木 博実 多摩 OL 

10:56:00 (456) 木村 佳司 長野県協会 

10:58:00 (458) 佐々木 直樹 札幌農学校 OLC 

11:00:00 (460) 黒羽 和之 ときわ走林会 

11:02:00 (462) 牧ヶ野 敏明 岐阜 OLC 

11:04:00 (464) 田中 徹 京葉 OL クラブ 

11:06:00 (466) 宮崎 敦司 （無所属） 

11:08:00 (468) 城森 博幸 OLP 兵庫 

11:10:00 (470) 町井 稔 長野県協会 

11:12:00 (472) 長嶺 陽一 横浜 OL クラブ 

11:14:00 (474) 小山 清 京葉 OL クラブ 

M55A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:01:00 (401) 鈴木 宏 大井電気 OLC

10:03:00 (403) 愛場 庸雅 OLC レオ 

10:05:00 (405) 橋本 八州馬 岐阜オリエンテーリン

10:07:00 (407) 久保田 優 入間市 OLC 

10:09:00 (409) 谷野 守右 浜松 OLC 

10:11:00 (411) 荻田 育徳 OC⊿下野 

10:13:00 (413) 石井 博昭 OLP 兵庫 

10:15:00 (415) 川口 匡 OLC ほのくに 

10:17:00 (417) 五十嵐 則仁 横浜 OL クラブ 

10:19:00 (419) 伊東 博司 広島 OLC 

10:21:00 (421) 大原 一由 中京 OC 

10:23:00 (423) 西田 伸一 OLC レオ 

10:25:00 (425) 天明 英之 東京 OL クラブ 

10:27:00 (427) 板東 光彦 徳島県 OL 協会 

10:29:00 (429) 野中 好夫 多摩 OL 

10:31:00 (431) 佐藤 清一 入間市 OLC 

10:33:00 (433) 阿部 昌隆 東京 OL クラブ 

10:35:00 (435) 野田 良雄 中京 OC 

10:37:00 (437) 荒井 正敏 多摩 OL 

10:39:00 (439) 出田 洋 OLP 兵庫 

10:41:00 (441) 谷 秀司 三重県協会 

10:43:00 (443) 土屋 晴彦 愛知 OLC 

10:45:00 (445) 鈴木 規弘 多摩 OL 

10:47:00 (447) 倉田 泰之 

M60A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:12:00 (512) 高野 政雄 多摩 OL 

10:14:00 (514) 関野 賢二 YTC 

10:16:00 (516) 上田 俊雄 東京 OL クラブ 

10:18:00 (518) 宮林 修 松阪 OLC 

10:20:00 (520) 小嶋 愼一 前橋 OLC 

10:22:00 (522) 米本 善政 徳島県 OL 協会 

10:24:00 (524) 難波 泰裕 愛知 OLC 

10:26:00 (526) 有泉 幸彦 新宿 OLC 

10:28:00 (528) 新家 秀男 中京 OC 

10:30:00 (530) 平 雅夫 多摩 OL 

10:32:00 (532) 大塚 校市 千葉 OLK 

10:34:00 (534) 髙村 卓 上尾 OL クラブ 

10:36:00 (536) 加藤 昭次 多摩 OL 

10:38:00 (538) 石井 龍男 千葉 OLK 

10:40:00 (540) 若梅 友行 横浜 OL クラブ 

10:42:00 (542) 小八重 善裕 鈴亀 OLC 

10:44:00 (544) 古津 和夫 京都 OLC 

10:46:00 (546) 酒井 克明 OLC 吉備路 

10:48:00 (548) 谷 正春 広島 OLC 

10:50:00 (550) 平島 俊次 京都 OLC 

10:52:00 (552) 内藤 ヒロオ 三河 OLC 

10:54:00 (554) 永田 実 OLP 兵庫 

10:56:00 (556) 加藤 昭治 愛知 OLC 

10:58:00 (558) 古川 勝美 みやこ OLC 

11:00:00 (560) 織田 稔 徳島県 OL 協会 
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11:02:00 (562) 尾和 薫 三河 OLC 

11:04:00 (564) 上田 利雄 チーム OK2 

11:06:00 (566) 船戸 温郎 愛知 OLC 

11:08:00 (568) 濱 高廣 ときわ走林会 

11:10:00 (570) 鈴木 正夫 千葉 OLK 

11:12:00 (572) 山本 博司 ES 関東 C 

M65A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:01:00 (501) 片柳 靖夫 浦和 OLC 

10:03:00 (503) 藤田 和男 浜松 OLC 

10:05:00 (505) 鈴木 榮一 千葉 OLK 

10:07:00 (507) 粟野 義明 

10:09:00 (509) 山縣 正昭 晴れの国岡山 OLC 

10:11:00 (511) 小笠原 揚太郎 東京 OL クラブ 

10:13:00 (513) 鹿野 勘次 岐阜 OLC 

10:15:00 (515) 寺田 保 KOLA 

10:17:00 (517) 小嶋 信義 ワンダラーズ 

10:19:00 (519) 大場 隆夫 サン・スーシ 

10:21:00 (521) 佐藤 旭一 晴れの国岡山 OLC 

10:23:00 (523) 小幡 昭次 三河 OLC 

10:25:00 (525) 前田 春正 KOLA 

10:27:00 (527) 伊藤 清 ワンダラーズ 

10:29:00 (529) 佐藤 政明 大府市 

10:31:00 (531) 小橋 至 浜松 OLC 

10:33:00 (533) 小川 晃弘 ファミリーOLC 

10:35:00 (535) 濱上 進 晴れの国岡山 OLC 

10:37:00 (537) 村橋 和彦 KOLA 

10:39:00 (539) 白井 啓 OLC ほのくに 

10:41:00 (541) 山口 征矢 川口 OLC 

10:43:00 (543) 小野 盛光 三河 OLC 

10:45:00 (545) 梶房 修身 晴れの国岡山 OLC 

10:47:00 (547) 澤地 實 大阪 OLC 

10:49:00 (549) 児玉 拓 

M70A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:18:00 (618) 今井 信親 ワンダラーズ 

10:20:00 (620) 塚田 元朗 京都 OLC 

10:22:00 (622) 井上 稔雄 春日部 OLC 

10:24:00 (624) 深井 淳之 ワンダラーズ 

10:26:00 (626) 髙橋 正彦 OLC ほのくに 

10:28:00 (628) 船橋 昭一 上尾 OLC 

10:30:00 (630) 鷹澤 正 上越市 OLC 

10:32:00 (632) 宮田 敏雄 松阪 OLC 

10:34:00 (634) 尾上 俊雄 OLP 兵庫 

10:36:00 (636) 中山 勝 春日部 OLC 

10:38:00 (638) 河村 健二 横浜 OL クラブ 

10:40:00 (640) 久保 喜正 京都 OLC 

10:42:00 (642) 田中 博 入間市 OLC 

10:44:00 (644) 高橋 猛 ワンダラーズ 

10:46:00 (646) 新見 守 三河 OLC 

10:48:00 (648) 大塚 雅三 金沢 OLK 

10:50:00 (650) 小南 美好 OLP 兵庫 

10:52:00 (652) 岡野 英雄 愛知 OLC 

10:54:00 (654) 海野 忠秋 川越 OLC 

10:56:00 (656) 新垣 和信 練馬 OLC 

10:58:00 (658) 高原 進 

11:00:00 (660) 横手 義雄 入間市 OLC 

11:02:00 (662) 植木 国勝 

11:04:00 (664) 田島 三郎 入間市 OLC 

11:06:00 (666) 永井 昇 三河 OLC 

M75A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:29:00 (629) 柴田 喜一 つるまい OLC

10:31:00 (631) 今関 朝樹 京葉 OL クラブ 

10:33:00 (633) 小嶋 裕 大阪 OLC 

10:35:00 (635) 原田 憲夫 札幌 OLC 

10:37:00 (637) 辻村 修 コンターズ 

10:39:00 (639) 武石 雄市 山形さくらんぼ 

10:41:00 (641) 清水 栄一 石川 OLk 

10:43:00 (643) 磯部 貞夫 OLP 兵庫 

10:45:00 (645) 悴田 正也 前橋 OLC 

10:47:00 (647) 小畑 睦 

10:49:00 (649) 成瀬 行雄 トヤマ OLK 

10:51:00 (651) 大木 啓至 春日部 OLC 

10:53:00 (653) 金井 一 高崎 OLC 

10:55:00 (655) 小川 敬三 広島 OLC 

10:57:00 (657) 高野 義次 東京 OL クラブ 

10:59:00 (659) 石田亘宏 愛知 OLC 

11:01:00 (661) 笠井 泰自 大阪 OLC 

11:03:00 (663) 平山 暢二 三河 OLC 

11:05:00 (665) 永元 秀和 京葉 OL クラブ 

11:07:00 (667) 高橋 厚 多摩 OL 

M20A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:01:00 (201) 伊藤 悠葵 阪大 OLC 

10:02:00 (202) 下江 裕貴 広島 OLC 

10:03:00 (203) 戸上 直哉 東工大 OLT 

10:04:00 (204) 北川 太一 阪大 OLC 

10:05:00 (205) 小谷 一眞 京府大 OLC 

10:06:00 (206) 大田 将司 麻布 olk 
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10:07:00 (207) 岸 祥太郎 極東 OLC 

10:08:00 (208) 楠瀬 智己 阪大 OLC 

10:09:00 (209) 片田 裕太 新大 OC 

10:10:00 (210) 古村 尭大 京大 OLC 

10:11:00 (211) 遠藤 豪志 野宿組 

10:12:00 (212) 小川 丈彰 阪大 OLC 

10:13:00 (213) 堀 滉司 名古屋大学 

10:14:00 (214) 藤橋 涼 東北大学 

10:15:00 (215) 弓削田 槙一 早大 OC 

10:16:00 (216) 岡部 晋佑 阪大 OLC 

10:17:00 (217) 木村 優治 新大 OC 

10:18:00 (218) 橋場 良太 東北大学 

10:19:00 (219) 伊藤 陵 京大 OLC 

10:20:00 (220) 桜井 創 阪大 OLC 

10:21:00 (221) 久須美 裕 新大 OC 

10:22:00 (222) 板谷 祐樹 OLP 兵庫 

10:23:00 (223) 藤原 大樹 岩手大学 OLC 

10:24:00 (224) 石川 智之 阪大 OLC 

10:25:00 (225) 清水 健司 新大 OC 

10:26:00 (226) 村瀬 貴紀 筑波大学 

M18A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:48:00 (748) 西村 直哉 麻布 olk 

10:50:00 (750) 佐藤 陽太 武相高校 

10:52:00 (752) 池田 匠 

10:54:00 (754) 藤田 純矢 麻布 olk 

10:56:00 (756) 羽田 将弘 武相高校 

10:58:00 (758) 久米 悠介 麻布 olk 

11:00:00 (760) 牧ヶ野 智央 岐阜 OLC 

11:02:00 (762) 増子 真太朗 麻布 olk 

11:04:00 (764) 塩田 彩人 武相高校 

11:06:00 (766) 大田 雄哉 麻布 olk 

11:08:00 (768) 下江 健史 広島 OLC 

11:10:00 (770) 渡辺 竜希 武相高校 

11:12:00 (772) 藤本 一輝 麻布 olk 

M15A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:32:00 (732) 国沢 楽 トータス 

10:34:00 (734) 小崎 瞬真 麻布 olk 

10:36:00 (736) 北川 新 OLC ふるはうす 

10:38:00 (738) 玉木 林哉 大津市 

M12 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:01:00 (901) 国沢 琉 トータス 

10:05:00 (905) 上田 皓一朗 Team Heart Golds 

10:09:00 (909) 北川 暖 OLC ふるはうす 

10:13:00 (913) 森本 竜成 広島 OLC 

10:17:00 (917) 吉田 耕平 南台小学校 

M10 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:03:00 (903) 広江 綿文 八名川小学校

10:07:00 (907) 福井 陽貴 九会小 

10:11:00 (911) 照井 壮太 横浜 OL クラブ 

10:15:00 (915) 寺嶋 謙一郎 ES 関東 C 

W21A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

11:02:00 (362) 芦澤 咲子 KOLC 

11:03:00 (363) 篠原 夏子 渋谷で走る会 

11:04:00 (364) 藤原 愛 奈良女 OLC 

11:05:00 (365) 広江 望 ES 関東 C 

11:06:00 (366) 水野 日香里 OLC ルーパ̶ 

11:07:00 (367) 千明 瑞希 KOLC 

11:08:00 (368) 江角 友美 奈良女 OLC 

11:09:00 (369) 塚八 ゆかり 右近の会 

11:10:00 (370) 紺野 佳代子 横浜 OLC 

11:11:00 (371) 江田 黎子 阪大 OLC 

11:12:00 (372) 松井 恵理子 名古屋大学 

11:13:00 (373) 山本 紗穏里 階段愛好会 

11:14:00 (374) 落合 志保子 OLC ルーパー 

11:15:00 (375) 阿部 ちひろ 阪大 OLC 

11:16:00 (376) 岡部 悦子 入間市 OLC 

11:17:00 (377) 半田 博子 博多 OLC 

11:18:00 (378) 横澤 夕香 ES 関東 C 

11:19:00 (379) 千葉 妙 みちの会 

11:20:00 (380) 鳥羽 都子 OLC ルーパー 

W21AS ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:02:00 (502) 寺岡 倫子 階段愛好会 

10:04:00 (504) 浦瀬 香子 女子医大オ LK 

10:06:00 (506) 尾崎 理紗 まめこ隊 

W35A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:57:00 (457) 山本 桃子 ES 関東 C 

10:59:00 (459) 出田 裕子  

11:01:00 (461) 村越 久子 静岡 OLC 

11:03:00 (463) 宮川 祐子 ES 関東 C 

11:05:00 (465) 兼田 史子 Team 白樺 

11:07:00 (467) 宮本 知江子 京葉 OL クラブ 

11:09:00 (469) 小林 正子 ES 関東 C 

11:11:00 (471) 北川 仁美 OLC ふるはうす 
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11:13:00 (473) 三井 由美 三河 OLC 

11:15:00 (475) 寺嶋 貴美江 ES 関東 C 

W40A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:08:00 (508) 国沢 こう子 トータス 

10:10:00 (510) 松本 和美 徳島 OLC 

W45A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:59:00 (559) 笛木 典子 西蒲 OLC 

11:01:00 (561) 高取 千佳 博多 OLC 

11:03:00 (563) 尾崎 理華 まめこ隊 

11:05:00 (565) 丸山 由美子 みつけ OLC 

W50A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:12:00 (612) 齋藤 まどか 川越 OLC 

10:14:00 (614) 浦野 陽子 豊中 OLC 

10:16:00 (616) 下江 範子 広島 OLC 

W55A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:11:00 (611) 高橋 明美 サン・スーシ 

10:13:00 (613) 大塚 ふみ子 千葉 OLK 

10:15:00 (615) 伊東 陽子 広島 OLC 

W60A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:17:00 (617) 山本 陽子 ES 関東 C 

10:19:00 (619) 植松 裕子 入間市 OLC 

10:21:00 (621) 酒井 か代子 OLC 吉備路 

10:23:00 (623) 吉村 和子 晴れの国岡山 OLC 

10:25:00 (625) 若梅 節子 横浜 OL クラブ 

10:27:00 (627) 海野 とみ子 川越 OLC 

W65A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:31:00 (731) 四宮 寿美子 豊中 OLC 

10:33:00 (733) 武石 ケイコ 

10:35:00 (735) 田中 洋子 入間市 OLC 

10:37:00 (737) 鈴木 幸子 ファミリーOLC 

10:39:00 (739) 福田 瑞恵 小松市 OLK 

10:41:00 (741) 芝 聖子 OLP 兵庫 

W70A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:43:00 (743) 加藤 伶子 入間市 OLC 

10:45:00 (745) 三好 良子 

10:47:00 (747) 石田美代子 愛知 OLC 

10:49:00 (749) 齋藤 英津子 東京 OL クラブ 

 

W20A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:02:00 (402) 星 美沙 椙山女学園大学

10:04:00 (404) 松田 沙也加 岩手大学 OLC 

10:06:00 (406) 小松 陽子 筑波大学 

10:08:00 (408) 藤 未加子 椙山女学園大学 

W18A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:44:00 (744) 北川 楓子 OLC ふるはうす

10:46:00 (746) 小林 璃衣紗 ES 関東 C 

W15A ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:40:00 (740) 笛木 瑞歩 西蒲 OLC 

10:42:00 (742) 笛木 志歩 西蒲 OLC 

W12 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:21:00 (921) 吉田 菜々子 南台小学校 

10:25:00 (925) 板谷 梨子 

W10 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:19:00 (919) 落合 英那 OLC ルーパー

10:23:00 (923) 丸山 里那子 みつけ OLC 

MBL ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:38:00 (838) 䋆谷 良太郎 カカシ班 

10:40:00 (840) 世良 清 三重大 

10:42:00 (842) 加藤 武 うさぎ会（静岡） 

10:44:00 (844) 木村 真人 カカシ班 

10:46:00 (846) 床並 忍 武相高校 

10:48:00 (848) 土屋 武 愛知 OLC 

10:50:00 (850) 石崎 智之 カカシ班 

10:52:00 (852) 小山 敏彦 

10:54:00 (854) 細島 裕崇 カカシ班 

10:56:00 (856) 冨塚 修宏 うさぎ会 

10:58:00 (858) 前田 亮一 松阪 OLC 

11:00:00 (860) 桑原 武史 カカシ班 

11:02:00 (862) 湯浅 日出雄 OLC 吉備路 

MBS ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:31:00 (831) 杉森 憲文 ファミリーOLC

10:33:00 (833) 久保田 浩史 みやこ OLC 

10:35:00 (835) 木村 厚 愛知 OLC 

10:37:00 (837) 見谷 悟史 至民中学 

10:39:00 (839) 山崎 英一郎 

10:41:00 (841) 野口 孝之 愛知 OLC 

10:43:00 (843) 清住 英昭 

10:45:00 (845) 宮本 碧人 至民中学 
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10:47:00 (847) 鈴木 司 ファミリーOLC 

10:49:00 (849) 孫田 三郎 金沢 OLK 

10:51:00 (851) 木村 政 愛知 OLC 

WBL ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:32:00 (832) 出田 涼子 

10:34:00 (834) 池田 玲子 

10:36:00 (836) 伊東 璃津子 広島 OLC 

WBS ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

10:53:00 (853) 坂田 博子 

10:55:00 (855) 小嶋 和子 前橋 OLC 

10:57:00 (857) 辻村 紀子 コンターズ 

10:59:00 (859) 田川 雅美 みやこ OLC 

 



 

 

福井支店 

〒910-0023 福井県福井市順化1丁目21番 1号 

TEL0776-23-4572  FAX0776－21－3745 

 

    

ようこそ早春の北陸のテレインへ 

豊かな自然を心ゆくまでお楽しみください 

    

北信越オリエンテーリングクラブ連絡協議会
   

石川県オリエンテーリング協会 

金沢オリエンテーリング協会 

小松市オリエンテーリング協会 

金沢大学オリエンテーリング部 

富山オリエンテーリングクラブ 

福井県オリエンテーリング協会 

サンワコンオリエンテーリングクラブ 
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