
平成２１年度 

第１８回 全日本リレーオリエンテーリング大会 

プログラム 

 

 
 
 
 
開催日：２００９年１１月１日（日）＜雨天決行・荒天中止・熊出没中止＞ 
開催地：新潟県見附市 
会 場：大平森林公園 
主 催：（社）日本オリエンテーリング協会 
主 管：新潟県オリエンテーリング協会 
後 援：文部科学省、(財)日本体育協会、新潟県、新潟県教育委員会、見附市、 

見附市教育委員会、見附市観光物産協会、朝日新聞社、新潟日報社､ＮＨＫ新潟放送局、 
ＢＳＮ新潟放送、ＮＳＴ新潟総合テレビ、ＴｅＮＹテレビ新潟、ＵＸ新潟テレビ２１、 
エフエムラジオ新潟（順不同） 

協 賛：森永乳業株式会社  
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スケジュール 

１０月３１日（土） 

 第１８回 全日本リレーオリエンテーリング大会 開会式・テクニカルミーティング 
 第２回 全日本スプリントオリエンテーリング大会 表彰式 

会場  新潟県見附市中央公民館「大ホール」  見附市本町２丁目５番９号 

１５：００ 全日本リレー 受付 
１５：３０ 全日本リレー 開会式 

開会宣言 
来賓祝辞 
優勝旗優勝杯返還 
選手団紹介 
選手宣誓 

１６：１５ 全日本スプリント 表彰式 

１６：３５ (休憩) 
１６：４５ 全日本リレー テクニカルミーティング 

テレイン情報 
競技・運営上の諸注意 
質疑応答 

１７：３０ 終了 
１８：００ 閉場 

 

１１月１日（日） 

 第１８回 全日本リレーオリエンテーリング大会 

会場  新潟県見附市内町 大平森林公園 

８：３０  開場・受付 
９：１５  競技説明・デモンストレーション 
１０：００  ＭＥ・ＷＥ ･ ･・・･・・・・・・・・・・・・・・・・・･・１走スタート 
１０：１０  ＭＳ・ＷＳ・ＭＪ・ＷＪ・・・・・・・・・・・・・・・・・１走スタート 
１０：２０  ＭＶ・ＷＶ・ＸＶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１走スタート 
１０：３０  一般クラス（ＭＬＲ、ＷＬＲ、ＭＳＲ、ＷＳＲ、ＭＩＸ）・・ １走スタート 

〃    併設クラス（ＭＬＳ、ＷＬＳ、ＭＳＳ、ＷＳＳ）・・・・・・一斉スタート 
            （ＫＳは随時スタート） 
１３：３０  繰上げスタート 
１４：３０  表彰式（予定） 
１５：００  閉会式（予定）・フィニッシュ閉鎖 
 

・ 問合せ先   ただし、１０月３０日（金）まで 
新潟県オリエンテーリング協会 笛木 勉 
ＴＥＬ ０９０－７８３９－７７８６ 
Email HQE02730@nifty.ne.jp 
 

・ 中止の場合 
当日著しい荒天になった場合（「新潟県全域」又は「新潟県中越地域」に「大雨警報」あるいは「暴
風警報」が発令されている場合を想定）およびテレイン付近一帯で「熊出没情報」発生の場合に
よる開催実施可否の判定は、当日午前７時に決定します。開催の有無に係る問合わせは、当日午
前７時以降に下記の携帯電話までお願いします。 
 
０９０－７８３９－７７８６ (笛木) 
０９０－７８１４－８３８４ (近藤) 
 

・ トレーニングコース 

要項に記載していましたトレーニングコースは、諸般の事情により開設中止となりましたのでご注
意ください。 

 
目 次 
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ごあいさつ 

 
社団法人 日本オリエンテーリング協会 会長 

山西 哲郎 
 

 古くは奈良・平安時代に多くの寺院の建立で開け、その
後テレビドラマ「天地人」ですっかり有名になった上杉家
ゆかりの地である新潟県において、第 18 回全日本リレー
オリエンテーリング大会を開催する運びとなりました。主
催者を代表してごあいさつを申し上げます。 
 今年度は、会員の減少による参加者数減が懸念されまし
たが、一方ではふるさと登録制度の試行に伴う参加もあり、
最終的には、選手権クラスに 28 都道府県より 160 チーム
の参加となりました。皆様のご努力により、昨年度より大
幅に参加者が増えたことを大変喜ばしく思います。 
 会場となる大平森林公園は、総面積 53ha の土地に自然
を生かした遊歩道、キャンプ場、バーベキュー施設等を擁
する自然公園で、一年を通して自然と接することのできる
場所だと聞いております。今回は、20年前に新潟大学オリ
エンテーリングクラブが作成した地図をリメイクし、準備
しているということで、高い競技性の下での各チームの激
戦が予想されます。 
 全日本リレーは９つの選手権クラスにおけるリレーチ
ームの戦いであるとともに、そのチームが所属する各都道
府県対抗の団体戦でもあります。ジュニアから超ベテラン
まで多世代に亘る総合力とチームワークが勝負のかぎに
なるかと思われます。一般クラスへの参加者も含め、生涯
スポーツとしてのオリエンテーリングを存分に楽しんで
いただきたいと思います。 
 おわりに、本大会の開催にあたりご後援をいただきまし
た文部科学省、財団法人日本体育協会、新潟県、新潟県教
育委員会等、また多大なるご協賛をいただきました関係各
位に心からお礼申し上げます。 
そして、開催に向けて長期間ご努力されてこられた主管の
新潟県オリエンテーリング協会の皆さまには、改めて厚く
お礼申し上げ、ごあいさつといたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ごあいさつ 

 
新潟県知事 
泉田 裕彦 

 
 「平成 21年度第 18回全日本リレーオリエンテーリング
大会」が盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げ
ますとともに、全国からお集まりの多くの選手、監督、関
係者の皆様を歓迎いたします。  
 去る 9月から 10月にかけて、本県では第 64回国民体育
大会「トキめき新潟国体」ならびに第 9回全国障害者スポ
ーツ大会「トキめき新潟大会」が開催されました。 これ
らの祭典では全国から来県したトップクラスの選手が全
力で競い合い、数々の記録が打ち立てられたばかりでなく、
多くの県民からボランティアや各種イベントなどを通じ
た参画が図られたことで、地域に大きな活力が与えられま
した。 
 県では、県民の「だれもが、いつでも、どこでも、いつ
までも」スポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会
の実現に向け、従来より各種の施策に取り組んできたとこ
ろですが、国体などの開催による、このようなスポーツに
対する関心の盛り上がりを契機に、一層の取組の充実を図
りたいと考えているところです。 
 このような中で、ジュニアから超ベテランまで、非常に
幅広い層のオリエンティアが参加する本大会の開催は、本
県のスポーツ振興にとりましても大変意義深いことであ
ると思います。 
 開催地である見附市は本県のほぼ中央に位置し、豊かな
自然や文化が育まれた土地です。また、「天地人」の主人
公である直江兼継が居城としていた与板城跡も近くに位
置します。平成 16年には 7.13 水害、中越大震災といった
自然災害に見舞われ、大きな被害を出しましたが、全国の
皆様からいただいた暖かい御支援と励ましにより、復興の
道を歩んできたところです。 
 選手の皆様には、日ごろの練習の成果を十分に発揮され
るとともに、多くの記録を残していただき、思い出深い大
会になりますよう願っております。 
 終わりに、本大会の開催に尽力されました関係の皆様に
敬意を表しますとともに、大会の御成功を祈念し、ごあい
さつといたします。 
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ごあいさつ 

 
見附市長 

久住 時男 

第 18 回全日本リレーオリエンテーリング大会が、見附
市において盛大に開催されますことを心よりお慶び申し
上げます。また、全国各地からお越しいただいた選手、大
会関係者の皆様を心より歓迎申し上げます。 
平成 16 年に新潟豪雨災害、中越大震災という 2 度に渡
る激甚災害の際には、全国各地から義援金や物資の提供お
よび復旧・復興活動へのボランティア支援、温かい励まし
のメッセージをいただき本当にありがとうございました。
災害から 5年が経過し、今年6月には中部産業団地地内に
「みつけイングリシュガーデン」がオープンするなど、復
旧から復興へと着実に歩みを進めております。 
さて、見附市は南北に長い新潟県のどまんなかに位置す
るまちで、北陸自動車道などの交通網にも恵まれており、
さまざまなレジャーを堪能できます。市内には信濃川水系
の刈谷田川が流れ、豊かな水と清涼な空気に恵まれた県内
有数の田園地帯を保有しており、春の芽吹き、夏の深緑、
秋の紅葉と黄金色の稲穂、そして冬の銀世界、四季折々の
風情を味わうことができます。 
大会に参加される選手の皆様には、大平森林公園の素晴
らしい大自然の中で日頃の練習の成果とチームワークを
十分に発揮され、全国の皆さんと交流を深めていただきた
いと思います。 
最後に、本大会の開催にあたりご尽力されました関係各
位の皆様方に深く敬意を表しますとともに、本大会のご成
功と今後ますますのご発展を祈念いたしまして、歓迎のご
あいさつといたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ごあいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県オリエンテーリング協会 会長 

目黒 正文 

 第 18 回全日本リレーオリエンテーリング大会を新潟県
見附市で開催するにあたり、全国各地より多くのオリエン
ティアの皆様にご参加いただき、心より歓迎申し上げます。
新潟県オリエンテーリング協会を代表して厚く御礼申し
上げます。 
 新潟県では 9 月 26 日から 10 月 6 日まで、「トキめき新
潟国体」が開催され、多くの選手、役員が来県されました。
10月4日にはデモンストレーションスポーツとしてオリエ
ンテーリング大会も開催され、多くの県民がオリエンテー
リングを楽しみました。そして本日、全国各都道府県の代
表選手が郷土の誇りを担って競う全日本オリエンテーリ
ング大会が開催されます。 
 会場の見附市大平森林公園は、コナラを中心とした広葉
樹やアカマツが美しい景観を作り出す自然豊かな公園で
す。テレインは新潟特有の植生でスーパーではありません
が、競技委員の努力で地形の特徴を生かしたコースを設定
しました。ぜひオリエンテーリングの楽しさとチームで競
う興奮を味わってください。そして、大会の後は新潟のお
いしいお米とお酒をお土産にお帰りください。 
 終わりに、本大会の開催に当たり新潟県、地元見附市を
はじめ、多くの関係者の皆様に多大なご支援、ご協力をい
ただき心から感謝と御礼を申し上げます。 
参加された選手の皆さんのご健闘とご健勝をお祈り申し
上げご挨拶といたします。 
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 大会役員 

名誉会長    泉田 裕彦 新潟県知事 

名誉副会長   久住 時男 見附市長 

武藤 克己 新潟県教育長 

会   長   山西 哲郎 （社）日本オリエンテーリング協会会長 

副 会 長   目黒 正文 新潟県オリエンテーリング協会会長 

久保 喜正 （社）日本オリエンテーリング協会副会長 

顧   問   茂木 暢雄 新潟県教育委員会保健体育課長 

神林 晃正 見附市教育長 

実行委員長   目黒 正文 新潟県オリエンテーリング協会会長 

同副委員長   笛木 勉 新潟県オリエンテーリング協会副会長 

小玉 良晴 新潟県オリエンテーリング協会副会長 

委   員 高橋  滋、岩渕 昭男、赤塚 陽一、山崎 正志、矢島 一憲 

小林  保、丸山 則和、甲田 伸子、西山 克尚、藤島 由宇 

古田島貴之、小林 克多、尾上 秀雄 

大会ｺﾝﾄﾛｰﾗ 船橋 昭一 埼玉県オリエンテーリング協会 

 

 競技役員  

大会責任者   笛木 勉 

総務責任者   近藤 芳生 

競技責任者   丸山 則和 

コース設定者  竹内 誠史 

スタッフ    赤塚 陽一、秋山 裕子、阿部 博幸、安藤恵理子、石田 潤一 

岩渕 昭男、甲田 伸子、風間  忠、古田島貴之、小玉 良晴 

小林 克多、小林 君雄、小林  保、鷹澤  正、高島かよ子 

高橋  滋、高橋 文雄、土田 智宏、鳥越 恭一、永井 一夫 

中村 和雄、中村 直人、西山 克尚、長谷川勝則、藤島 由宇 

松尾  晃、矢島 一憲、山賀 良成、山崎 正志、山下 友宏 

山田 直樹、和久田裕介、渡辺 明弘、石田 英己、今井 友之 

江村 香里、大津 勇輝、木村 隆二、久保 貴大、佐藤 陽子 

高橋 謙一、緑川 拓也、宗形  俊、山川 克則、的場 洋輔 
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１ 会場                              

大会会場周辺  [見附市 大平森林公園] 

＊公共交通機関ご利用の場合 

・ＪＲ信越本線「見附駅」下車 タクシー約 10分 

(注)見附駅からの時間は要項の「約 5分」から変更 

・ＪＲ信越本線「長岡駅」下車 臨時直通バス約 30分 

・臨時直通バスを利用すると約 30 分で会場に着くことが

できます。往復とも２便のみ、それぞれ１台（約 50 名

乗車可）で運行の予定ですので満員の場合はご了承くだ

さい。料金（片道 500 円）は乗車口（長岡駅東口）で係

員に支払ってください。 

往）  長岡駅東口 → 大会会場    

    ８：１０    ８：４０頃 

    ８：５０    ９：２０頃 

帰） 大会会場  → 長岡駅東口    

   １５：３０   １６：００頃  

   １６：００   １６：３０頃  

＊ 自動車ご利用の場合 

・北陸自動車道「中之島見附ＩＣ」より会場まで約 10km、

約 15分。 

(注) IC からの時間は要項の「約10分」から変更 

・大会会場「大平森林公園」は約 200 台が駐車可能です。 

・駐車場は午前 6時から駐車できます。 

・駐車場では、係員の指示に従い駐車してください。 

・指定場所以外での駐車は厳禁です。また、駐車場は一

般の方も利用されます。 

＊ 駐車場から会場まで 

・青テープ誘導、徒歩 3分。 

 

 

 

 
 

 

今町５ 

上新田南 

本所 

見附駅

国
道
８
号 

中
之
島
見
附
Ｉ
Ｃ

本町二
学校町

灰島新田 

至 三条・新潟

至 栄ＰＡ、
三条燕ＩＣ 

至 長岡ＪＣＴ

マルイ● 

●プラント５

● 
コロナ 

宇佐美● 

変電所●

8 

●運動公園

大平森林公園 
（大会会場） 

見附市中央公民館

（開会式会場） 

●ひらせい

見附市立病院 
（開会式駐車場）

 

●昭和シェル
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大会会場レイアウト 

スタートフラッグ

スペクテーターズ

コントロール 

最終コントロール

地図置き場給水ゾーン

１走スタート 
次走者待機枠 
チェンジオーバーゾーン

速報

ログハウス 

本部・計算センター

トイレ（常設・仮設）

第１駐車場 
（公園利用者優先）

第２駐車場 
（参加者用） 

地
図
置
き
場

テ
ン
ト 

最終コントロール

スタートフラッグ

計算センター 

次走者入口

リレー1走・ 
併設スタート

バスのりば 

テントサイト

 

フィニッシュ
テント 

テントサイト

 

受付テント

更衣所（女）

更衣所（男）

競技エリア立入禁止 

競技エリア立入禁止 

競技エリア立入禁止 

トイレ 

KSクラススタート 

競技エリア立入禁止 

大平堤 

ウォーミングアップエリア 

競技エリア立入禁止 

次走者 

待機枠 

チェンジ 
オーバー 
ゾーン 
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開会式会場周辺  [見附市中央公民館 大ホール] 

＊公共交通機関ご利用の場合 

・ＪＲ信越本線「見附駅」下車 タクシーで会場まで約

10分。路線バス（コミュニティーバス）利用約 12分（片

道１００円）。「本町十字路」下車 徒歩 2分。 
往）「上見附車庫行き」 
 見附駅 →  市立病院 → 本町十字路 
１３：３０   １３：３８   １３：４２ 
１５：００   １５：０８   １５：１２ 
１６：３０   １６：３８   １６：４２ 

帰）「今町５丁目行き」 
 本町十字路 → 市立病院 → 見附駅 
１７：４５   １７：５０   １８：００ 
 
 
 
 
 
 
 

「長岡行き」（みつけエクスプレス：片道５００円） 
中央公民館前 → 長岡駅  
１７：３８    １８：１１    

 

＊ 自動車ご利用の場合 

・北陸自動車道「中之島見附ＩＣ」より会場まで約 10

分。 

・会場の駐車場は常時満車に近い状態のため駐車はご

遠慮いただき、同乗者降車後、ドライバーの方は見附

市立病院駐車場をご利用の上、下記地図を参考に徒歩

(テープ誘導なし)約 15分または路線バスでご来場く

ださい。 

 

 

 

 

 

見附市立病院 
（駐車場） 

● 
見附小学校 ●図書館

天使幼稚園●

見附郵便局● 

北越銀行●

セブンイレブン

●

●サークルＫ

セーブオン●

学校町 

本町二

●ＪＯＭＯ

第四銀行●

②

③

バス停名称 
①市立病院前 
②本町十字路 
③中央公民館前 

みつけタクシー●

●TSUTAYA

8

242 
 

20
 

●出光

中央公民館 
（開会式会場） 
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２ 開会式・テクニカルミーティング                   

・日時  １０月３１日（土）１５時３０分～１８時 

・会場  見附市中央公民館 大ホール 

見附市本町２丁目５番９号 

ＴＥＬ ０２５８－６２－１０５８ 

 

（１）受付 １５時～ 

・都道府県選手団及び一般クラス出場チームに､走順票、

ナンバーカード及びその他大会に関する情報等を配布

します。 

・Ｅカードは大会当日、受付で配布します。 

・公式掲示板を会場に設置します。連絡事項やプログラ

ムの変更事項、スタート枠抽選結果等を掲示します。 

 

（２）開会式 １５時３０分～ 

・開会宣言、主催者・主管者挨拶、来賓挨拶、前年度団

体優勝埼玉県選手団の優勝旗･優勝杯の返還､都道府県

選手団紹介、選手宣誓、次回開催県の紹介・挨拶等を

行います。 

 

（３）全日本スプリント表彰式 １６時１５分～ 

・開会式に引き続き、同日に行われた全日本スプリント

選手権および学生の部の表彰を行います。 

 

（１０分間休憩） 

（４）テクニカルミーティング １６時４５分～ 

・テレイン情報、競技・運営上の諸注意事項、質疑応答

等を行います。 

・質疑応答における質問はテクニカルミーティング開始

前に、受付にて「質問票」に記入し提出してください。 

・都道府県選手団団長、同監督、一般クラス出場チーム

代表者は必ず出席してください。選手の方もなるべく

出席してください。 

３ 競技情報                              

（１）競技規則・失格事項・競技上の注意 

競技規則：ＪＯＡが定める「日本オリエンテーリング競

技規則」「日本選手権(リレー競技)実施基準」を適用し

ます。 

・競技形態 

選手権・一般クラス… ３人によるリレー競技 

併設クラス…………… 個人ポイント競技 

・テレイン内に給水所は設けません。スペクテーターズ

レーン通過中の選手に第三者が給水することを認めま

す。 

・チーム編成 

①選手権クラスへの参加は、JOA 加盟の都道府県協

会（以下「会員」）とします。 

②選手権の各クラスへ、会員から複数チームが参加

できます。また、会員が単独でチームを構成できな

い場合、隣接もしくは同一ブロック内の２つの会員

による連合チームも参加できます。 

③参加選手は、当該会員に競技者登録したものに限

ります。選手権クラス参加一時登録はできません。 

④会員選手団の構成は、団長、監督、及び選手とし、

相互に兼ねることができます。 

⑤補欠選手は、各チーム事前登録の２名以内としま

す。同一クラスに複数のチームが参加する会員は、

チーム数に相当する人数までを共通の補欠として

登録することができます。チームの欠員の補充は同

一クラスの他のチームおよび補欠登録された選手

からのみとします。 

⑥競技者登録に関して、ふるさと登録も有効としま

す。詳細は、JOA のホームページをご覧ください。 

・クラス 

選手権クラス 

ＭＥ  男子日本選手権、年齢制限なし 

ＷＥ  女子日本選手権、年齢制限なし 

ＭＳ  シニア男子選手権、３５歳以上 

ＷＳ  シニア女子選手権、３０歳以上 

ＭＪ  ジュニア男子選手権、２１歳以下 

ＷＪ  ジュニア女子選手権、２１歳以下 

ＭＶ  ベテラン男子選手権、５０歳以上 

ＷＶ  ベテラン女子選手権、４５歳以上 

ＸＶ  スーパーベテラン選手権、 

男子６５歳以上、女子５０歳以上 

 

一般クラス (年齢制限なし) 

ＭＬＲ  ＭＳ相当 

ＷＬＲ  ＷＳ相当 

ＭＳＲ  ＭＶ相当 

ＷＳＲ  ＷＶ相当 

ＭＩＸ  男女混合、ＷＶ相当 
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併設クラス (KS 以外年齢制限なし) 

ＭＬＳ  ＭＳ相当 

ＷＬＳ  ＷＳ相当 

ＭＳＳ  ＭＶ相当 

ＷＳＳ  ＷＶ相当 

ＫＳ   １２歳以下 

 

(注１)年齢は平成 22年 3月 31日迄に達する年齢で

す。 

(注２)女子選手は、男子クラスにも出場できます。

ただし、出場男子クラスの年齢制限内としま

す。 

(注３)ＫＳクラスは地図を用いないストリング－Ｏ

形式とします。未就学児は親子同伴でお願い

します。競技エリア外なので、失格要件とは

なりません。 

・コントロールの通過順序‥‥ポイント競技 

・パンチ方式‥‥ＥＭＩＴ社製の電子パンチング計時シ

ステム（以下「Ｅカード」）を使用します。参加者全

員が、主管者が提供するＥカードを使用します。（マ

イカードは使用できません） 

・失格事項‥‥下記のいずれかに該当したチームおよび

競技規則に違反する行為が判明したチームは失格と

します。 

①出場資格条件に違反している場合 

②提出走順票と異なる走順で競技をした場合 

③同一選手が大会当日２回目の競技を行った場合 

④中継において次走者とのタッチが不完全であった

場合 

⑤第２走者以降、地図置き場において地図を取り違え

て競技をした場合 

⑥主管者の許可を得ないで競技前/競技後にテレイン

内に立ち入った場合 

⑦ドーピング行為が認められる選手がいた場合 

・地図上で示された立入禁止区域には絶対に立ち入らな

いよう注意してください。立入禁止現地表示は「青・

黄」テープまたはストリーマで表示します。また、地

図に表記されていない立入禁止区域についても現地

を「青・黄」テープで囲います。これら立入禁止区域

へ立ち入った場合は失格とします。 

 

（２）走順票の提出 

選手権クラス並びに一般クラスの提出用「走順票」は

各都道府県に送付された本プログラムに同封してあ

ります。 

 

 

選手権クラス 走順票提出期限  

・・・ １０月２９日（木）正午(必着厳守) 

・走順票には各チーム登録名簿の正選手及び補欠選手の

中から走順ごとに選手名を記入し、郵送、ファックス

若しくはＥメールで下記へ提出してください。（Ｅメー

ルの場合は同封の走順票を使う必要はありませんが、

必要記載事項は必ず明記してください） 

 

〒150－8050 東京都渋谷区神南１丁目１番１号 

岸記念体育会館内 

（社）日本オリエンテーリング協会 

ＦＡＸ：０３－３４６７－４５４９ 

Ｅメール：orienteering@japan-sports.or.jp 

 

・期限までに走順票の提出がない場合は､プログラム記載

の名簿順を走順とします。 

・選手権クラス走順一覧表は､開会式受付時に各都道府県

手団に１枚ずつ配布、公開します。 

・走順票提出後､急病等の緊急事態により選手が出場でき

ない場合、同一クラスの補欠登録選手に限り選手交代

の申告ができます。団長若しくは監督は、選手交代の

理由並びに内容等を明記した書類に署名し、医師の診

断書等を添えて､大会当日９時までに大会本部へ申告

してください。交代の可否は、主催者・主管者が決定

します。本処置により出走を取りやめた選手は､本大会

全ての競技出場を一切認めません。 

 

一般クラス 変更走順票提出期限  

・・・ １１月１日（日）午前９時４５分(厳守) 

・申し込み時から選手・走順に変更のあるチームは、走

順票を大会本部に提出してください。 

・変更のないチームは、提出する必要はありません。提

出された走順票は、公式掲示板に掲示します。ただし、

成績速報は､本プログラム記載の選手名・走順で表示す

る場合があります。 

・チーム名の変更は出来ません。 

・併設クラスは、競技者登録の必要はありません。 

 

（３）競技地図 

・新潟大学オリエンテーリング部作成(1989 年)の地図

「大平森林公園」(以下、「旧マップ))をもとに一部Ｇ

ＰＳ測量により再調査したリメイクです。 

・縮尺 １：１０，０００ 

・等高線間隔５ｍ、走行可能度４段階表示。 

・カラープリンタ印刷、Ａ４ポリエチレン袋密封。 

・地図記号は「ＪＳＯＭ２００７」によりますが、特殊

記号は以下のものを使用しています。 
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  540（黒の×）：ほこら 

・旧マップは前日開会式会場および、当日大会会場の公

式掲示板に９時１５分まで公開します。公開終了後は

競技の公平性を保つため、旧マップおよびテレイン周

辺の地形図等を会場で見ることを禁止します。 

 

（４）テレイン情報 

・広葉樹林が主体の山塊で走行可能度はあまり良くない

ものの、針葉樹林は小面積で散在し、周囲とのコント

ラストが際立っています。 

・会場となる大平森林公園はシンボルである大平堤を中

心としたピクニックやキャンプ主体の公園で、ここか

ら放射状に尾根沢が伸びています。 

・見通しが利かなく目視で得られる地形情報が限られる

ようなエリアでは、細心の注意を要します。 

 

（５）コース情報 

・会場は公園ですが主に森林内でのレースとなります。 

・テレインの性質上、急斜面や不整地に対応した脚力、

枝や倒木などに惑わされず直進を維持する能力が問わ

れます。 

・道は舗装林道から複雑な小径網までバリエーション豊

かで、それぞれに応じたスピードコントロールが必要

です。 

・すべてのコースはスペクテーターズレーンを通過し、

前述の大平堤周辺での終盤ループを経てフィニッシュ

となります。 

 

（６）コース距離・登距離・優勝設定時間 

選手権クラス 

クラス 距離（直線）/人 登距離/人 優勝設定時間 

ＭＥ （5.0km-5.1km） 220m 135 分 

ＷＥ （3.5km-3.6km） 185m 120 分 

ＭＳ （4.4km-4.5km） 200m 135 分 

ＷＳ （2.5km-2.6km） 160m 120 分 

ＭＪ （4.0km-4.1km） 190m 135 分 

ＷＪ （2.0km-2.1km） 120m 120 分 

ＭＶ （3.6km-3.7km） 190m 135 分 

ＷＶ （2.0km-2.1km） 120m 120 分 

ＸＶ （2.0km-2.1km） 120m 120 分 

一般クラス 

ＭＬＲ ＭＳ相当 ＷＬＲ ＷＳ相当 

ＭＳＲ ＭＶ相当 ＷＳＲ ＷＶ相当 

ＭＩＸ ＷＶ相当  

併設クラス 

ＭＬＳ ＭＳ相当 ＷLＳ ＷＳ相当 

ＭＳＳ ＭＶ相当 ＷＳＳ ＷＶ相当 

ＫＳ 0.2Km  

※上記距離・登距離はプログラム作成時点の状況に基づく

数値であり変更の可能性があります。最終決定内容につ

いては開会式会場および大会会場の公式掲示板をご確

認ください。 

 

（７）コントロール位置説明 

・コントロール位置説明はＪＯＡ「コントロールに 関す

る規程と位置説明仕様ＪＳＣＤ２００８」を用います。 

・各クラスの位置説明事前公開はしません｡コントロール

位置説明記号は、別項「８ コントロール位置説明記号」

を参照ください。 

 

（８）電子パンチングシステムについて 

・本大会ではＥカードを使用します。 

・各チームに１～３走用Ｅカード３枚を配布します。Ｅ

カードの使い回しは認めません。 

・各選手は自分のナンバーカードに記載された番号と同

じ番号のＥカードを使用してください。この他Ｅカー

ドには器具固有の番号ラベルがついていますが、ナン

バーカード記載番号とは関係ありません。 

・指定以外のＥカード（他の走順のＥカード、マイカー

ド）を使用した場合は失格となります。 

・Ｅカードを紛失・破損した場合は損害金５，０００円

を申し受けます。 

[Ｅカード使用に関する注意] 

・選手全員はスタート枠、待機枠に入る前に必ずスター

ト・ユニットでアクティベート（初期化・パイロット

ランプが２回以上の点灯を確認）を済ませてください。

この処理を行わないとコントロールの通過証明が記録

として残りません。ユニットが点灯しない場合には、

係員に申し出てください。 

・バックアップラベルは主催者が用意します。 

・Ｅカードはコントロールユニットに近づけるだけで反

応する場合がありますが、確実にコントロールユニッ

トにセットしないとバックアップ記録が残りません。 

 [コントロールで間違った記印をした場含の対処方法] 

・同じ番号のコントロールで続けて２回以上パンチした

場合は、最初のパンチのみが記録されます。２回以上

パンチしても問題はありません。 

・途中で間違ったコントロールのパンチが記録されてい

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。従って、間違ったコントロールでパンチした場合

も、そのまま正しいコントロールに行ってパンチしてく

ださい。 

 

例１) ７→８→９と行くべきところ、７→９とパ

ンチした場合 ⇒ そのまま８に戻ってパン

チをし、再び９をパンチします。(７→９→

８→９) 
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例２) ７→８に行くべきところ他のクラスのコン

トロールＸでパンチした場合 ⇒ そのまま

８に行ってパンチします。(７→Ｘ→８) 

・Ｅカードまたはバックアップラベルに通過記録が残っ

ていない場合は失格とします。 

 

（９）ナンバーカード 

・競技者は､主催者配布のナンバーカードを必ず胸と背中

に見えやすく水平に安全ピン４本以上で取り付けてく

ださい｡正しく付けない場合、出走を認めません。 

・安全ピンは各自用意してください。 

・ナンバーカードの台紙の色は白、文字の色は以下のと

おりです。 

 

１走・・・・・・・・・黒 

２走・・・・・・・・・青 

３走・・・・・・・・・赤 

併設・・・・・・・・・赤 

 
選手権クラス クラス記号 ２桁 １桁 １桁

ＭＥ １ 

ＷＥ ２ 

ＭＳ ３ 

ＷＳ ４ 

ＭＪ ５ 

ＷＪ ６ 

ＭＶ ７ 

ＷＶ ８ 

ＸＶ ９ 

都
道
府
県
番
号 

チ
ー
ム
番
号 

走
順
番
号 

 
一般クラス クラス記号 ２桁 １桁

ＭＬＲ Ｒ１ 

ＷＬＲ Ｒ２ 

ＭＳＲ Ｒ３ 

ＷＳＲ Ｒ４ 

ＭＩＸ Ｒ５ 

チ
ー
ム
番
号 

走
順
番
号 

 

併設クラス クラス記号 ２桁 

ＭＬＳ Ｓ１ 

ＷＬＳ Ｓ２ 

ＭＳＳ Ｓ３ 

ＷＳＳ Ｓ４ 

受付番号 

ＫＳ 使用しません 

 

 

 

 

 

 

 

ナンバーカードの表記例（文字は指定色） 

 
選手権クラス 
              クラス 都道府県 チーム No. 走順 
             男子選手権 新 潟   ２  １ 
                             (ME) 

                              1     15       ２   1 

               

 
 
一般クラス        

      クラス  チーム No.    走順 
              ＷＬＲ  チーム番号     ２ 

                            R２    ０７      ２ 

            

 
 
    
 
併設クラス         

 クラス   チーム No.    

            ＭＬＳ   受付番号 

               Ｓ１   ３６ 

            

  

 

 

 

 

 

 

第 18 回全日本ﾘﾚｰｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会

Ｍ Ｅ 
 新 潟 ２ 
11521 

 

第 18 回全日本ﾘﾚｰｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会

Ｒ２０７２ 
チーム名 

 

第 18 回全日本ﾘﾚｰｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会

 

Ｓ１３６ 
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（１０）服装・シューズ 

・特に制限はありません。、体の表面を保護する長袖・

長ズボン、下肢を保護するレガースの着用を推奨しま

す。 

 

（１１）調査依頼・提訴 

・競技運営に関する調査依頼は､本部備付けの指定用紙

により当日１４時３０分までに行ってください。 
・調査依頼の結果に対して納得できず提訴する場合は､

本部備付けの指定用紙により本部を通じ裁定委員に

提出してください。提訴は調査依頼回答後１時間以内

です。 

・裁定委員名は当日公式掲示板に掲示します。 

 

（１２）公式掲示板 （開会式会場＆大会会場） 

・競技に関する変更事項､重要事項等を掲示します｡参加

者（監督・選手）は必ず確認をしてください。 

 

（１３）ドーピング 

・本大会ではドーピング検査を実施する可能性がありま

す。検査対象になった参加者は役員の指示に従ってく

ださい。ドーピング検査に関する詳細は、以下のアン

チドーピング委員会ＷＥＢサイトをご覧ください。 

http://www.orienteering.or.jp/AD/ 

 

４ 表 彰                              

（１）クラス表彰 

①日本選手権(ＭＥ、ＷＥ)優勝チームを日本選手権者と

し上位６位まで表彰します。 

②シニア、ジュニア、ベテラン、スーパーベテラン（各

男女別）選手権優勝チームをシニア、ジュニア、ベテ

ラン、スーパーベテラン（各男女別）選手権者とし、

上位３位まで表彰します。 

③一般クラスは上位３位まで表彰します。 

④併設クラスは１位のみ表彰します。 

 

（２）団体総合表彰 

会員(都道府県)ごと、日本選手権(ＭＥ、ＷＥ)とほかの

７クラス(ＭＳ、ＷＳ、ＭＪ、ＷＪ、ＭＶ、ＷＶ、ＸＶ)

の内で成績の良い３クラスの得点を合計して都道府県

順位を決定、６位までを表彰します。１位には優勝旗と

優勝杯を授与します。 

 

（３）得点の計算方法 

 ・同一会員から複数チームが出場するクラスでは、最上

位のチームに得点を与え、得点対象外のチームは順位

をつめて得点を計算します。 

・複数会員の連合チームには獲得得点を会員数で割った

得点（小数第 1位まで）をそれぞれに与えます。 

・ＭＥ、ＷＥは１位を９点とし、以下１点ごと減点して

９位を１点とします。他のクラスは、１位を６点とし、

以下１点ごと減点して６位を１点とします。 

・最終エントリー(走順票提出)時点でチーム数が６未満

の場合、参加チーム数を 1位の得点とし、順位が下が

るごとに 1点ずつ減点します。 

・上記以外で会員上位１チームのみ、完走チームに１点

の得点を与えます。 

５ 当日の流れ                             

（１）会場 

・会場には体育館など雨を凌げる施設がありません。公園

の野外テントを一部提供しますが広さは十分ではありま

せんので、テントの持参をお勧めします。 

・テント、タープの撤去後は清掃をお願いします。 

・女性用更衣テントを用意します。 

・公園内トイレの他、仮設トイレを設置します。できるだ

け宿舎等で済ませてきてください。 

 

 

（２）受付  ８時３０分～９時４５分 

・全ての都道府県選手団及び一般クラス出場チームはＥカ

ードを受付で受け取ってください。 

・開会式で受付を行っていない都道府県選手団及び一般ク

ラス出場チームは、競技に必要な物品(ナンバーカード及

びその他大会に関する情報等)も受付で受け取ってくだ

さい。 

・選手権クラスの走順変更 

走順票提出後、選手の急病等緊急事態により選手の交

代を希望する選手団は､交代の理由を明記した書類
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(医師の診断書等)を添えて、９時までに本部へ申告し

てください｡ 

・一般クラスの走順変更 

走順変更のあるチームのみ走順票を９時４５分まで

に本部に提出してください。 

・併設クラスの事前申込者は、受付で競技に必要な物品を

受け取ってください。 

・併設クラスの当日申込 

併設クラスのみ当日８時３０分から当日受付を行いま

す。受付で申込用紙に必要事項を記入、参加料３，５

００円（ＫＳクラスは１００円）を支払い、競技に必

要な物品を受取って下さい。各自で無地ナンバーカー

ドに番号を書いていただく場合があります。 

・コース地図は数に限りがあります。準備枚数に達した時

点で当日受付を締め切ります。 

・欠員補充の必要がなくなったチームの補欠の方は、ぜひ

当日申し込みで併設クラスに参加ください。 

・リレーチームのメンバー斡旋は行いません。 

・ＫＳクラスは受付後、第１駐車場に 10時から 14時の間

においでください。 

 

（３）ウオーミングアップエリア 

・会場レイアウト図の指定場所を利用してください。競

技エリアやフィニッシュレーンなど立入禁止箇所に侵

入しないよう、気を付けてください。 

 

（４）競技説明・デモンストレーション ９時１５分から 

・次走者中継デモンストレーションを行います。 

・第２走者･第３走者が地図置き場を視察できる時間を取

ります。第１走者のスタート召集までの間に地図置き場

を視察、各自どの地図を取るのかしっかり確認してくだ

さい｡競技の際、誤って他のチームの地図を取ると他チー

ムに多大な迷惑がかかるほか自チームは失格になります。 

・視察の時は地図の置き場を確認するのみで､地図に手を

触れたり、内容を確認したりすることはできません。 
 
（５）スタート召集 ９時５０分から 

・選手の招集はスタート時刻の１０分前に行います。遅刻

者は、係員の指示に従ってください。 

・各クラスの第１走者及び併設クラスのスタート地点は会

場の 1走スタートゾーンです。迅速にスタートライン後

方へ集合してください。 

・各選手は､スタート集合の前にＥカードのアクティベー

トを行ってください｡ 

・第 1走者は係員の点呼およびスタート枠順指示に従って

待機してください。点呼確認後に地図を配布しますので

地図裏面のチーム名及び番号がナンバーカードと同じこ

とを確認して下さい。スタートするまでは地図表面は見

ないでください。 

 

（６）スタート １０時００分から 

１０時００分  ＭＥ、ＷＥ 

１０時１０分  ＭＳ、ＷＳ、ＭＪ、ＷＪ 

１０時２０分  ＭＶ、ＷＶ、ＸＶ 

１０時３０分  一般クラス、併設クラス 

・号砲により一斉スタートです。レーンが狭いため他の人

と接触しないよう注意してください。 

・フライングがあった場合には二発目の号砲またはホイッ

スルを吹きます、係員の指示により再度のスタートとな

ります。 

・地図上のスタート地点（△表示）までは「赤・白」テー

プに従ってください。 

 

（７）スペクテーターズレーン 

・走者は､会場内スペクテーターズコントロールを通過し

ます。 

・走者はスペクテーターズコントロール通過後､「赤・白」

誘導テープに従ってください。 

・スペクテーターズコントロール後の誘導区間に給水ゾー

ンを設けます。会場レイアウトを参照してください。狭

いので譲り合ってください。 

・スペクテーターズレーンではチームメンバーに地図を見

せたり､テレイン・コース情報の交換を行ったりしないで

ください。 

 

（８）中継（チェンジオーバー） 

・中継での選手召集は行いません｡前走者の動向はスペク

テーターズレーンで確認できます。監督・チームメイト

は、前走者の通過を次走者に確実に伝えてください。 

・なお、選手権クラスでは、レース展開実況のため、スペ

クテーターズレーン以降において選手通過状況を随時放

送します。通過報告を保証するものではありません。 

・各選手は次走者待機枠の入口でＥカードをアクティベー

トユニットに差し込み初期化・動作を確認してください｡

前走者がフィニッシュゾーンに入ってきた方のみ次走者

待機所からチェンジオーバーゾーンに入ってください。 

・中継は、中継地点で前走者が次走者に接触（タッチ）す

る事により成立します。不完全な場合は係員が注意しま

す。注意に従わない場合は失格となります。 

・中継の閉鎖時刻は、１３時３０分の予定です。それ以降

の中継は認めません。 
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（９）フィニッシュ 

・第３走者の着順はフィニッシュラインの通過をもって着

順判定員が判定します。 

・最終コントロールからフィニッシュまでは「赤・白」テ

ープにより誘導です。 

・走者は中継地点を通過した後、そのままレーンを進み、

Ｅカードをフィニッシュユニットに差し込んでくださ

い｡ 

・その後係員に地図を渡し、誘導に従いＥカード読み取り

ユニットにＥカードを差し込んでください｡Ｅカードは

ここで回収します。なお１３時３０分以降は地図回収を

行いません。 

・競技を途中でやめた場合は、帰還後本部へＥカードを必

ず返却してください。 

・Ｅカードを紛失した場合は本部に必ず申告してください。 

 

（１０）第２走者以降の地図支給 

・各チーム第２走者以降の地図は､地図置き場にチーム毎

に置いてあります。 

・選手は、中継地点で前走者と中継タッチ後、「赤・白」

誘導テープに従って地図置き場に進み、自分のナンバー

カードと同一番号の地図を取ってください。 

・地図を取り間違えた場合は失格とします｡万一自分の地

図が見つからない場合は､地図置き場係員に申し出てく

ださい。 

・地図置き場からオリエンテーリングの開始地点（△表示）

までは、引き続き「赤・白」誘導テープに従ってくださ

い。 

・第２走者以降も競技の方法、スペクテーターズレーン、

フィニッシュは同じです。 

 

（１１）繰上げスタート １３時３０分 

・１３時３０分までに中継できなかったチームの選手や、

前走のいずれかの選手が失格･棄権をしたチームの未出

走者は、繰上げスタートになります。 

・当該選手は１３時２０分に中継地区に集合してください。 

・各選手は、係員の指示に従ってＥカードをアクティベー

トユニットに差し込み初期化・動作の確認をしてくださ

い｡ 

・１３時３０分の号砲により一斉スタートしてください。 

・中継地区に集合後、１３時３０分までに中継が間に合い

そうな場合は、チェンジオーバーゾーンに急いでくださ

い。１３時３０分直前まで前走者との中継を認めます。

タッチ完成の成否判断はフィニッシュ判定員が行います。 

・繰上げスタート以降、中継所を閉鎖します。 

 

 

（１２）速報 

・会場内において全クラスの速報を掲示します。 

 

 

（１３）表彰式・閉会式 

・１４時３０分頃から本部付近において表彰式・閉会式を

行います。 

・表彰式 

次第 

成績発表 

表彰 

併設クラス     1 位 

一般クラス  １～３位 

選手権クラス １～３位（ＭＥ・ＷＥは６位まで） 

都道府県団体総合 １～６位 

 

・閉会式 

次第 

主管者挨拶 

次回開催県代表挨拶 

閉会の言葉 

 

（１４）競技終了  1５時００分 

・１５時００分にフィニッシュを閉鎖します｡ 

・全ての競技者は競技途中でも、この時刻までに必ずフィ

ニッシュに帰還してください。 

 
（１５）その他 

・競技を棄権したチームは､本部へその旨を伝え、Ｅカー

ドを取りまとめ返却してください。 

・地図返却は、繰上げスタート後に本部前で行います。 

・地図販売は、繰上げスタート後に本部で行います。白地

図、全コントロール図、各コース図ともに１枚５００円

です。 

・成績表送付希望者は、受付にて所定の申込手続をしてく

ださい。１部５００円です。また成績は、下記の大会公

式ホームページに掲載する予定です。 

 

http://www.orienteering.or.jp/jroc/2009/ 
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６ 留意事項                              

・Ｅカードの操作に不慣れな競技者は､経験者から前もっ

て指導を受けてください。 

・行事賠償責任保険及び傷害保険は主催者で加入しますが

限度があります。遠隔地の参加者は開催地までの距離が

長距離になるので、各自で国内旅行保険に加入されるこ

とをお薦めします。 

・大会への参加は、自分自身の健康状態を十分考え、絶対

に無理はしないこと。また、参加者が自分自身あるいは

第三者へ与えた損傷、損害、損失については、主催者・

主管者はその責任を負いません。 

・怪我人等の救急を要する選手を見つけた場合は救助に協

力、速やかに係員に知らせてください。怪我人の救助は

競技よりも優先します。大会会場に看護師が待機してい

ますが､救護などのために救護所に不在の場合がありま

す｡救護所では簡単な応急手当のみ可能です。万が一に備

え「健康保険証」を持参してください。 

・コンパスの貸し出しは行いません。 

・大会終了まで大会参加者の「大平森林公園」付近ヘの立

ち入りを禁止します。 

・大会地域は一般の方も利用しています｡他の方の迷惑と

ならないよう注意願います。地元の方に会った時にはあ

いさつをしましょう。 

・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。 

・会場付近では火気の使用は禁止します。また会場内は指

定された場所以外は禁煙です。 

・大会前当日会場付近での宿泊のためのテント設営は禁止

します。 

・宿泊の斡旋は行いません。 

・会場内のログハウス２階に売店がありますが、品数が少

ないので事前の準備をお勧めします。飲物自動販売機は

売店・駐車場にあります。 

 

 

７. 新型インフルエンザ感染の防止に対策を！                  

新型インフルエンザの感染が拡大しています。身近に起

きている出来事に重大な関心をもってください。報道発表

では、10月が最も注意が必要です。発熱と咳を感じたらす

ぐに最寄りの病院（一般の医療機関）で検査を受けてくだ

さい。簡易検査は 30 分ほどで結果が出ます。新型インフ

ルエンザと同じ「A 型」の陽性判定を受けると 7 日間の自

宅養生の指示が出ます。互いの健康維持のため協力と注意

をお願いします。 

(1) 予防と健康把握の徹底 
・監督の方は選手団全員の健康状況把握をお願いします。

チームメイトの健康状況を互いに確認してください。 
・一般・併設クラス参加選手はチームごと互いの健康確

認をお願いします。併設クラス参加の方は各自の健康

状態に注意を払ってください。 
(2) 無理な大会参加をしない。 
・自宅出発時発熱・咳のある場合には、医師の指示に従

い、無理な旅行をしないでください。 
・選手団、個人とも、検温のための体温計を持参、行動

単位で健康管理にあたってください。大会開催到着後、

検査結果が「陽性」の判定を受けた場合、該当選手の

大会参加を中止するとともに大会責任者に電話連絡

をお願いします。 
連絡先：笛木 勉 携帯 090-7839-7786 

・マスクと石鹸の持参してください。十分な手洗いとう

がいをお願いします。 
(3) 大会時の健康確認 
・10月 31 日テクニカルミーティング開催に先立ち各選

手団の健康確認を行います。配布物受取りの際、選手

団監督の方は受付係員に選手団の健康状態（人数と健

康状況）を申し出てください。一般・併設クラス参加

で来場の方はそれぞれのチーム・個人の健康状態を受

付に申し出てください。 

・10月 31 日開催の全日本スプリント大会表彰式を開会

式会場で実施の予定です。スプリント大会参加来場の

方は必ず受付で各自の健康状態を申し出てください。

なお、会場内で出席者全員の健康状態を確認します。 

・11 月 1 日当日、発熱を感じる場合、勇気をもって大

会参加を取りやめてください。健康状態に変化のある

場合、選手団にあっては監督、一般クラスは代表者が

大会本部に健康状況を申し出てください。 

(4) 走順変更の取扱い 

  ・新型インフルエンザによる走順変更は、事前登録の
補欠選手による走順変更の届出による取扱とします。
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８. コントロール位置説明記号 
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９. エントリーリスト  
（１）選手権クラス 

 男子日本選手権（ME)
所属 № 1走 選手名 2走 選手名 3走 選手名

北海道 1 10111 藤島 陽平 (23) 10112 吉田 祐輔 (24) 10113 三戸部 佑太 (23)

2 10121 伊藤 瑛悟 (22) 10122 杣 俊範 (22) 10123 高瀬 暁 (22)

3 10131 山口 拓也 (25) 10132 熊谷 智之 (30) 10133 山田 健一 (39)
岩手 1 10311 栗城 吾央 (24) 10312 日下 雅広 (23) 10313 津島 直樹 (22) 及川 弘文 (26)

2 10321 山口 卓也 (27) 10322 成田 祐基 (20) 10323 臼倉 由起 (25)

宮城 1 10411 長縄 知晃 (24) 10412 高田 弘樹 (24) 10413 大橋 悠輔 (22) 菊池 正昭 (40)

2 10421 石塚 脩之 (23) 10422 梶谷 周平 (22) 10423 三森 創一朗 (22) 伊藤 実 (29)
福島 1 10711 渡辺 研也 (34) 10712 白土 英治 (34) 10713 佐藤 時則 (34)

茨城 1 10811 小泉 成行 (31) 10812 高橋 雄哉 (26) 10813 神谷 泰介 (22) 佐々木 良宜 (29)

2 10821 佐々木 良宜 (29) 10822 石松 純 (22) 10823 西名 慧史 (21)

埼玉 1 11111 新 隆徳 (42) 11112 高橋 善徳 (32) 11113 柳下 大 (35) 吉田 勉 (47)

2 11121 水嶋 孝久 (33) 11122 小林 知彦 (24) 11123 太田 貴大 (24) 齋藤 英之 (49)

3 11131 禅洲 拓 (29) 11132 高橋 元気 (26) 11133 山崎 貴幸 (31) 福原 正三 (49)

4 11141 宮城島 俊太 (31) 11142 木村 耕平 (33) 11143 伊藤 奈緒 (33) 石井 隆 (47)

千葉 1 11211 櫻本 信一郎 (28) 11212 小見山 斉彰 (23) 11213 古澤 誠実朗 (22) 小林 岳人 (48)

2 11221 太田 康博 (24) 11222 新城 大樹 (22) 11223 寺垣内 航 (28) 吉村 年史 (37)

3 11231 後藤 俊介 (26) 11232 保前 保 (26) 11233 佐伯 量平 (22) 斉藤 和助 (49)

東京 1 11311 加藤 弘之 (30) 11312 篠原 岳夫 (32) 11313 山口 大助 (34) 山本 真司 (35)

2 11321 岡部 淳 (34) 11322 源後 知行 (33) 11323 柴本 浩児 (24) 藤生 考志 (40)

3 11331 齋藤 翔太 (22) 11332 田中 裕也 (22) 11333 長谷 勉 (21)

神奈川 1 11411 小暮 喜代志 (34) 11412 李 敬史 (28) 11413 紺野 俊介 (31) 山本 保 (35)

2 11421 尾崎 高志 (27) 11422 奥山 有功 (30) 11423 纓坂 尚 (28) 橋本 浩一 (37)

新潟 1 11511 鎌田 健太郎 (26) 11512 小林 遼 (21) 11513 藤沼 崇 (25) 立川 悠平 (20)

2 11521 田仲 圭 (22) 11522 更科 裕介 (22) 11523 藤本 裕介 (26)

石川 1 11711 辻 晃 (20) 11712 天谷 翔吾 (27) 11713 千保 翼 (24) 舎利弗 祐介 (24)

福井 1 11811 三上 雅克 (38) 11812 玉木 圭一 (35) 11813 深見 裕次 (32) 林 博 (60)

山梨 1 11911 石澤 俊崇 (34) 11912 上野 光 (25) 11913 小山 温史 (25) 野本 圭介 (18)

長野 1 12011 林 城仁 (24) 12012 小林 隆昭 (27) 12013 黒田 幹朗 (32) 丸山 茂樹 (35)

2 12021 平岡 雅芸 (26) 12022 荒川 渓 (25) 12023 鈴木 慎一郎 (33) 木村 佳司 (48)

岐阜 1 12111 長瀬 陽一郎 (30) 12112 西脇 正展 (33) 12113 広江 淳良 (46) 千藤 昭彦 (49)
静岡 1 12211 和久田 好秀 (36) 12212 松澤 俊行 (37) 12213 鶴田 翔一 (27) 田濃 邦彦 (34)

2 12221 田濃 邦彦 (34) 12222 内藤 愉孝 (28) 12223 丹羽 将隆 (24) 藤森 祐耶 (22)

愛知 1 12311 谷川 友太 (22) 12312 崎田 孝文 (23) 12313 田中 公悟 (44) 赤地 祐彦 (26)

2 12321 瀧本 拓央 (20) 12322 片岡 裕太郎 (22) 12323 松井 健哉 (21) 足立 辰彦 (46)

3 12331 樽見 典明 (27) 12332 池 陽平 (26) 12333 林 真一 (22) 宮崎 敦司 (50)

4 12341 山口 尚宏 (33) 12342 沢 厚太朗 (22) 12343 小澤 宏紀 (22) 安斎 秀樹 (38)

5 12351 山川 雅也 (22) 12352 大牧 勇人 (23) 12353 登坂 祥大 (26)

滋賀 1 12511 西尾 信寛 (29) 12512 寺村 大 (23) 12513 土屋 周史 (34) 玉木 圭介 (43)

2 12521 藤田 純也 (21) 12522 梅本 匠 (23) 12523 稲田 元樹 (24) 大島 健一 (41)

京都 1 12611 金谷 敏行 (32) 12612 西村 徳真 (24) 12613 石黒 文康 (23) 渡辺 拓也 (20)

2 12621 深川 陽平 (31) 12622 室田 知宏 (25) 12623 入谷 健元 (24) 中島 基之 (21)

3 12631 林 広明 (23) 12632 玉祖 秀人 (30) 12633 市脇 翔平 (22) 中津留 聡士 (21)

大阪 1 12711 中村 貴史 (28) 12712 松本 康浩 (41) 12713 奥村 理也 (39) 瀧川 英雄 (45)

2 12721 栄森 貴久 (22) 12722 海老 成直 (25) 12723 八神 遥介 (26) 山根 祥延 (46)

広島 1 13411 岩城 徹 (25) 13412 名児耶 敏也 (34) 13413 森本 大輔 (35) 美藤 陽一 (43)

女子日本選手権（WE)
所属 № 1走 選手名 2走 選手名 3走 選手名 補欠 選手名

宮城 1 20411 江幡 禎子 (23) 20412 鈴木 聡子 (22) 20413 本間 理紗 (21)

茨城 1 20811 朴峠 周子 (26) 20812 稲葉 茜 (24) 20813 千葉 妙 (25) 常住 紗織 (22)

2 20821 常住 紗織 (22) 20822 山本 紗穏里 (21) 20823 白形 由貴 (23)

埼玉 1 21111 高野 由紀 (50) 21112 高野 美春 (21) 21113 皆川 美紀子 (28) 千葉 光絵 (26)

千葉 1 21211 宮本 知江子 (46) 21212 太田 夏美 (21) 21213 津田 春菜 (21) 小林 正子 (48)

東京 1 21311 篠原 夏子 (33) 21312 森澤 寿里 (28) 21313 渡辺 円香 (34) 志村 直子 (35)

2 21321 平林 静保 (29) 21322 横澤 夕香 (29) 21323 石蔵 友紀子 (24) 西脇 博子 (32)

神奈川 1 21411 纓坂 綾香 (26) 21412 宮川 祐子 (47) 21413 石山 佳代子 (26) 宮川 早穂 (16)

新潟 1 21511 星野 智子 (20) 21512 川上 由紀子 (25) 21513 新井 宏美 (21)

愛知 1 22311 水野 日香里 (21) 22312 花井 理沙 (22) 22313 鳥羽 都子 (39) 村上 冴子 (24)

京都 1 22611 井手 恵理子 (24) 22612 寒川 陽子 (28) 22613 澤田 留巳 (29) 坂本 涼子 (25)

三重+滋賀 1 25111 横江 君香 (31) 25112 関谷 麻里絵 (23) 25113 加納 尚子 (40)

補欠 選手名
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 男子シニア選手権（MS)
所属 № 1走 選手名 2走 選手名 3走 選手名 補欠 選手名

福島 1 30711 宗形 竜憲 (46) 30712 安田 忠寛 (35) 30713 小林 仁 (39)
2 30721 久保田 宏彰 (44) 30722 廣田 雅幸 (44) 30723 高野 健治 (48)

茨城 1 30811 藤井 範久 (48) 30812 小林 重信 (42) 30813 齋藤 貴之 (47)
埼玉 1 31111 清水 伸好 (44) 31112 福田 雅秀 (46) 31113 宮川 達哉 (47) 久保田 優 (55)

2 31121 齋藤 英之 (49) 31122 福原 正三 (49) 31123 石井 隆 (47) 吉田 勉 (47)
3 31131 山岸 倫也 (51) 31132 渡辺 徹也 (53) 31133 須藤 馨 (35) 髙村 卓 (59)

千葉 1 31211 小林 岳人 (48) 31212 吉村 年史 (37) 31213 斉藤 和助 (49) 田中 徹 (51)
2 31221 長友 武司 (46) 31222 大平 洋介 (38) 31223 宮本 幸治 (46) 小山 清 (51)

東京 1 31311 多田 宗弘 (35) 31312 藤生 考志 (40) 31313 山本 真司 (35) 浦瀬 太郎 (42)
2 31321 梅林 正治 (46) 31322 齋藤 宏顕 (47) 31323 西田 陽一 (38)
3 31331 杉本 光正 (46) 31332 寺嶋 一樹 (46) 31333 藤島 英史 (49)

神奈川 1 31411 山本 保 (35) 31412 小泉 辰喜 (45) 31413 橋本 浩一 (37) 五十嵐 則仁 (52)
尾上 秀雄 (63)

長野 1 32011 木村 佳司 (48) 32012 丸山 茂樹 (35) 32013 須田 剛 (52)
岐阜 1 32111 橋本 八州馬 (56) 32112 大平 晃久 (40) 32113 千藤 昭彦 (49) 広江 淳良 (46)
静岡 1 32211 田代 雅之 (44) 32212 鈴木 正文 (43) 32213 滝 正晴 (43) 中村 和宏 (40)
愛知 1 32311 瀬口 洋治 (46) 32312 安斎 秀樹 (38) 32313 角岡 明 (50) 足立 辰彦 (46)
滋賀 1 32511 玉木 圭介 (43) 32512 大島 健一 (41) 32513 木俣 順 (37) 平島 俊次 (57)

古津 和夫 (57)
京都 1 32611 小野田 敦 (43) 32612 山田 剛 (36) 32613 山里 将史 (37) 樋口 一志 (43)

2 32621 小山 俊洋 (42) 32622 市橋 国之 (42) 32623 棚山 研 (43)
大阪 1 32711 瀧川 英雄 (45) 32712 辻村 歩 (45) 32713 山根 祥延 (46) 奥村 理也 (39)

2 32721 永瀬 真一 (41) 32722 野澤 建央 (47) 32723 大林 俊彦 (45) 阪本 博 (44)
兵庫 1 32811 諏訪 高典 (36) 32812 岩倉 毅 (44) 32813 橋本 裕志 (44) 吉野 信治 (44)

2 32821 板谷 日出男 (49) 32822 岡本 隆之 (49) 32823 谷垣 宣孝 (47) 石井 博昭 (55)
和歌山 1 33011 楠見 耕介 (48) 33012 斎藤 久雄 (57) 33013 坂本 忠 (47)
広島 1 33411 清水 尊司 (45) 33412 美藤 陽一 (43) 33413 山本 賀彦 (45) 下江 貴博 (47)
福岡+佐賀 1 35311 山口 俊介 (54) 35312 半田 太郎 (38) 35313 小比賀 健司 (40)

女子シニア選手権（WS)
所属 № 1走 選手名 2走 選手名 3走 選手名 補欠 選手名

埼玉 1 41111 清水 容子 (41) 41112 須藤 友絵 (33) 41113 植松 彩 (32) 渡辺 加与美 (49)
千葉 1 41211 小林 正子 (48) 41212 長谷川 恵子 (47) 41213 広江 望 (41) 宮本 知江子 (46)
東京 1 41311 志村 直子 (35) 41312 寺嶋 貴美江 (38) 41313 西脇 博子 (32) 齋藤 積子 (47)

2 41321 田中 悦子 (31) 41322 山口 季見子 (33) 41323 浦瀬 香子 (42) 若梅 節子 (60)
静岡 1 42211 村越 久子 (53) 42212 佐藤 智香 (36) 42213 北原 静香 (35) 鈴木 夕紀子 (41)
大阪 1 42711 青柳 紀子 (37) 42712 片山 保子 (37) 42713 松本 知佐子 (38) 北川 仁美 (44)

岩水 加代子 (46)
福岡 1 44011 大平 峰子 (34) 44012 半田 博子 (38) 44013 佐久間 千恵子 (49) 小比賀 少子 (36)

男子ジュニア選手権（MJ)
所属 № 1走 選手名 2走 選手名 3走 選手名 補欠 選手名

岩手 1 50311 佐藤 広志 (20) 50312 横田 塁 (20) 50313 石黒 裕將 (20)
宮城 1 50411 佐藤 悠太 (21) 50412 和氣 昌弘 (21) 50413 中井 智規 (20)

2 50421 橋本 龍真 (20) 50422 田村 直登 (19) 50423 吉谷 浩平 (19)
3 50431 齋藤 遼一 (20) 50432 関口 智大 (19) 50433 中村 憲 (19)

埼玉 1 51111 矢内 剣 (21) 51112 大木 孝 (21) 51113 新見 哲也 (21) 山岸 麟太郎 (16)
千葉 1 51211 山本 剛史 (19) 51212 藤井 通太 (21) 51213 岩崎 航 (20)

2 51221 猪股 智 (21) 51222 渡辺 和樹 (20) 51223 多比羅 大 (19)
3 51231 加賀谷 駿 (20) 51232 翁長 翔平 (20) 51233 瀧澤 開 (19)

東京 1 51311 遠藤 豪志 (16) 51312 太田 瑛佑 (20) 51313 平木 達也 (17)
2 51321 太田 晶久 (17) 51322 富野 琢朗 (16) 51323 佐藤 雄太郎 (16)

神奈川 1 51411 二見 浩司 (17) 51412 宮川 早穂 (16) 51413 永原 耀 (16) 浅岡 亮丞 (16)
2 51421 翁川 竜海 (16) 51422 大浦 洋平 (16) 51423 栗田 欣喜 (16) 阿部 航一 (16)

新潟 1 51511 小山 博之 (21) 51512 小林 賢太朗 (21) 51513 立川 悠平 (20) 五十嵐 拓実 (20)
石川 1 51711 高田 翔午 (19) 51712 高島 拓也 (20) 51713 横田 勇輝 (20) 北 翔太 (19)
静岡 1 52211 大月 隆寛 (21) 52212 山本 哲也 (21) 52213 若山 亜美里 (21) 庄田 陸平 (20)

2 52221 庄田 陸平 (20) 52222 新美 宏樹 (19) 52223 宮内 貴規 (19) 若山 亜美里 (21)
愛知 1 52311 内田 亘紀 (20) 52312 戸田 瑛 (21) 52313 岡本 将志 (21) 村上 宗一郎 (16)

2 52321 伴 毅 (20) 52322 堀田 遼 (19) 52323 宮西 優太郎 (16)
3 52331 深田 恒 (16) 52332 菅谷 裕志 (20) 52333 鈴木 周 (17)
4 52341 橋本 知明 (16) 52342 山中 晴揮 (17) 52343 吉富 哲志 (20)
5 52351 平井 皓基 (17) 52352 箱山 昻汰 (16) 52353 鵜瀬 和秀 (21)

京都 1 52611 福田 雄希 (21) 52612 宮本 佳記 (21) 52613 松矢 將太郎 (21) 水藤 拓人 (20)
2 52621 渡辺 拓也 (20) 52622 中島 基之 (21) 52623 中津留 聡士 (21) 和田 洋介 (20)
3 52631 岡本 耀平 (19) 52632 島本 拓実 (20) 52633 寺田 啓介 (19) 山下 智弘 (20)
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女子ジュニア選手権（WJ)
所属 № 1走 選手名 2走 選手名 3走 選手名 補欠 選手名

岩手 1 60311 江口 沙綾 (20) 60312 横内 汐里 (20) 60313 酒井 暁子 (21)
宮城 1 60411 大沼 由佳 (20) 60412 佐野 まどか (20) 60413 菊池 ひかる (20)

2 60421 青木 佳世 (20) 60422 平方 遥子 (20) 60423 澤田 芙有美 (21)
3 60431 幸谷 奈津美 (19) 60432 八柳 悠香 (19) 60433 宮 恵美 (19)

埼玉 1 61111 飯野 真理子 (21) 61112 林 美樹 (20) 61113 村松 瞳 (20) 川下 真莉 (19)
千葉 1 61211 政田 海来 (19) 61212 倉田 美知子 (20) 61213 辻 麻奈 (19) 太田 夏美 (21)
東京 1 61311 井戸 美菜 (21) 61312 永倉 由美子 (21) 61313 田村 蓉子 (21)
愛知 1 62311 小玉 千晴 (20) 62312 柴田 彩名 (21) 62313 佐久間 風花 (21)

2 62321 都築 愛美 (21) 62322 桜木 美咲 (21) 62323 篠原 舞 (21)
京都 1 62611 後藤田 環 (20) 62612 西谷 佳菜 (20) 62613 中村 あすか (20)

男子ベテラン選手権（MV)
所属 № 1走 選手名 2走 選手名 3走 選手名 補欠 選手名
福島 1 70711 七宮 勝広 (51) 70712 永井 栄寿 (53) 70713 橋本 松夫 (63) 市川 公男 (63)

2 70721 加藤 一郎 (58) 70722 小林 宗雄 (60) 70723 堀切 秀敏 (60)
茨城 1 70811 上野山 禎造 (66) 70812 橘 直隆 (62) 70813 三澤 儀男 (60) 黒羽 和之 (51)

2 70821 黒羽 和之 (51) 70822 堀江 博志 (59) 70823 濱 高廣 (61)
群馬 1 71011 植松 裕子 (59) 71012 小嶋 愼一 (61) 71013 冨澤 邦男 (61)
埼玉 1 71111 小笠原 揚太郎 (70) 71112 奥山 景得 (55) 71113 海老沢 正 (59) 髙村 卓 (59)

2 71121 久保田 優 (55) 71122 石沢 賢二 (57) 71123 中安 正弘 (63) 渡辺 徹也 (53)
千葉 1 71211 田中 徹 (51) 71212 小山 清 (51) 71213 石井 龍男 (58)
東京 1 71311 阿部 昌隆 (53) 71312 後閑 茂弘 (50) 71313 鈴木 規弘 (52) 児玉 拓 (65)

2 71321 荒井 正敏 (53) 71322 天明 英之 (56) 71323 二木 誠 (51) 高橋 厚 (79)
神奈川 1 71411 尾上 秀雄 (63) 71412 大場 隆夫 (64) 71413 五十嵐 則仁 (52) 伊藤 清 (65)
愛知 1 72311 桑山 実 (55) 72312 粟野 義明 (62) 72313 尾和 薫 (61) 角岡 明 (50)

2 72321 土屋 晴彦 (55) 72322 松橋 徳敏 (50) 72323 小野 盛光 (63) 宮崎 敦司 (50)
三重 1 72411 伊藤 哲夫 (55) 72412 小八重 善裕 (58) 72413 伊藤 誠厚 (60)

2 72421 宮林 修 (61) 72422 宮田 敏雄 (69) 72423 金子 八三 (77)
滋賀 1 72511 看谷 弥寿雄 (65) 72512 平島 俊次 (57) 72513 古津 和夫 (57)
京都 1 72611 古川 勝美 (61) 72612 塚田 元朗 (70) 72613 近藤 義弘 (66) 上杉 光彌 (69)
大阪 1 72711 井上 仁 (50) 72712 西田 伸一 (52) 72713 城森 博幸 (50) 澤地 實 (63)

2 72721 愛場 庸雅 (55) 72722 前田 春正 (63) 72723 河合 利幸 (50) 辻村 修 (74)
岡山 1 73311 大森 和実 (61) 73312 寺松 克訓 (52) 73313 梶房 修身 (65) 吉村 和子 (60)

中原 信一 (51)
広島 1 73411 山本 宏一 (58) 73412 伊東 博司 (53) 73413 谷 正春 (61)

女子ベテラン選手権（WV)
所属 № 1走 選手名 2走 選手名 3走 選手名 補欠 選手名

埼玉 1 81111 渡辺 加与美 (49) 81112 加藤 伶子 (68) 81113 海野 とみ子 (61) 田中 洋子 (66)
神奈川 1 81411 大場 節子 (61) 81412 高橋 明美 (52) 81413 今井 栄 (62)
愛知 1 82311 三井 由美 (51) 82312 長瀬 朋子 (56) 82313 石田 美代子 (74)
大阪 1 82711 辻村 紀子 (74) 82712 浦野 陽子 (56) 82713 四宮 寿美子 (63) 岩水 加代子 (46)

スーパーベテラン選手権（XV)
所属 № 1走 選手名 2走 選手名 3走 選手名 補欠 選手名

福島 1 90711 佐藤 典子 (52) 90712 鈴木 三郎 (68) 90713 西内 のり子 (58)
群馬 1 91011 悴田 正也 (72) 91012 岡田 弘之 (73) 91013 金井 一 (84) 植松 裕子 (59)
埼玉 1 91111 田中 博 (68) 91112 海野 忠秋 (69) 91113 田島 三郎 (67)
東京 1 91311 児玉 拓 (65) 91312 高橋 厚 (79) 91313 若梅 節子 (60)
神奈川 1 91411 高原 進 (67) 91412 鈴木 英一 (68) 91413 伊藤 清 (65) 今井 信親 (68)
石川 1 91711 森田 輝雄 (70) 91712 大塚 雅三 (68) 91713 清水 栄一 (72) 福田 瑞恵 (64)
静岡 1 92211 小橋 至 (66) 92212 藤田 和男 (66) 92213 堀本 睦 (55) 村越 久子 (53)
愛知 1 92311 小幡 昭次 (66) 92312 河村 健二 (67) 92313 新見 守 (68)

2 92321 石田 亘宏 (75) 92322 岡野 英雄 (68) 92323 永井 昇 (68)
岡山 1 93311 伊東 洋一郎 (69) 93312 佐藤 旭一 (66) 93313 濱上 進 (67) 梶房 修身 (65)

吉村 和子 (60)
大阪+兵庫 1 95211 辻村 修 (74) 95212 磯部 貞夫 (73) 95213 尾上 俊雄 (70) 芝 聖子 (66)

浦野 陽子 (56)



 

- 20 - 

（２）一般クラス
MLＲ
チーム名 1走 選手名 2走 選手名 3走 選手名

coureur R1011 近常　直樹 (19) R1012 熊澤　慎介 (20) R1013 荒居　孝紀 (20)

愛知の星 R1021 宮崎　敦司 (50) R1022 足立　辰彦 (45) R1023 大野　聡生 (37) 赤地　祐彦 (26)

ＭＳＲ

チーム名 1走 選手名 2走 選手名 3走 選手名

京大☆ボルト R3011 和田　洋介 (20) R3012 水藤　拓人 (20) R3013 山下　智弘 (20)

春日部ベテランズ R3021 森山　松年 (62) R3022 井上　稔雄 (68) R3023 中山　勝 (68)

愛知の月 R3031 多田　茂紀 (42) R3032 赤地　祐彦 (26) R3033 赤池　裕彦 (26)

ＷＳＲ

チーム名 1走 選手名 2走 選手名 3走 選手名

愛知の華 R4011 稲垣　圭 (24) R4012 岩橋　愛 (24) R4013 村上　冴子 (24)

岩手県立大OLC R4021 田村　佳菜子 (19) R4022 高嶋　智美 (19) R4023 吉田　奈津子 (20)

ＭＩＸ

チーム名 1走 選手名 2走 選手名 3走 選手名

兵庫県選抜 R5011 石井 博昭 (55) R5012 芝 聖子 (66) R5013 吉野 信治 (44)
長野県御一行様 R5021 高橋　香織 (25) R5022 小林　美幸 (26) R5023 木村　友佳 (16)

埼玉Ｏクリニック R5031 高取 千佳 (44) R5032 斎藤 まどか (48) R5033 小峰 利憲 (39)

岡山は強え～か？ R5041 菅原 克也 (29) R5042 大原 卓 (33) R5043 吉村 和子 (60)

大阪ＭＩＸ R5051 堀　文音 (23) R5052 阪本　博 (44) R5053 沖浦　徹二 (48)

（３）併設クラス
MLS

 選手名 所属

S101 浦瀬　太郎 (42) 東京都

S102 大西　康平 (25) ぞんび～ず

S103 井口　良範 (46) 高崎ＯＬＣ

MSS
 選手名 所属

S304 山本　博司 (61) 無所属

WSS
 選手名 所属

S405 山本　陽子 (58) 無所属

補欠 選手名

補欠 選手名

補欠 選手名

補欠 選手名

 

 



 

- 21 - 

10. 各都道府県「団長・監督・選手権クラス エントリー数」一覧 

 団長 監督 ＭＥ ＷＥ ＭＳ ＷＳ ＭＪ ＷＪ ＭＶ ＷＶ ＸＶ

01 北海道 山田健一 熊谷智之 3
03 岩　手 日下雅広 栗城吾央 2 1 1
04 宮　城 菊池正昭 石塚脩之 2 1 3 3
07 福　島 市川公男 渡辺研也 1 2 2 1
08 茨　城 上野山禎造 佐々木良宜 2 2 1 2
10 群　馬 冨澤邦男 冨澤邦男 1 1
11 埼　玉 田中博 吉田勉 4 1 3 1 1 1 2 1 1
12 千　葉 鈴木健夫 鈴木健夫 3 1 2 1 3 1 1
13 東　京 杉本光正 多田宗弘 3 2 3 2 2 1 2 1
14 神奈川 尾上秀雄 紺野俊介 2 1 1 2 1 1 1
15 新　潟 関清 関清 2 1 1
17 石　川 森田輝雄 天谷翔吾 1 1 1
18 福　井 林博 三上雅克 1
19 山　梨 小山温史 石澤俊崇 1
20 長　野 木村佳司 丸山茂樹 2 1
21 岐　阜 生田喬也 中田茂夫 1 1
22 静　岡 田濃邦彦 田濃邦彦 2 1 1 2 1
23 愛　知 松橋徳敏 山口尚宏 5 1 1 5 2 2 1 2
24 三　重 宮林修 伊藤誠厚 2
25 滋　賀 木俣順 土屋周史 2 1 1
26 京　都 深川陽平 市橋国之 3 1 2 3 1 1
27 大　阪 辻村修 辻村歩 2 2 1 2 1
28 兵　庫 尾上俊雄 尾上俊雄 2
30 和歌山 斉藤久雄 楠見耕介 1
33 岡　山 佐藤旭一 佐藤旭一 1 1
34 広　島 谷正春 清水尊司 1 1 1
40 福　岡 佐久間千恵子 小比賀健司 1
51 三重+滋賀 1
52 大阪+兵庫 1
53 福岡+佐賀 1

45 12 26 7 24 10 21 4 11

都道府県

計28都道府県 計160チーム
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11. 団体総合得点表 

 

 

スーパー

ベテラン

選手権

ＭＥ ＷＥ ＭＳ ＷＳ ＭＪ ＷＪ ＭＶ ＷＶ ＸＶ

01 北海道

03 岩　手

04 宮　城

07 福　島

08 茨　城

10 群　馬

11 埼　玉

12 千　葉

13 東　京

14 神奈川

15 新　潟

17 石　川

18 福　井

19 山　梨

20 長　野

21 岐　阜

22 静　岡

23 愛　知

24 三　重

25 滋　賀

26 京　都

27 大　阪

28 兵　庫

30 和歌山

33 岡　山

34 広　島

40 福　岡

51 三重+滋賀

52 大阪+兵庫

53 福岡+佐賀

団体総合得点の計算方法
・都道府県ごとに、日本選手権クラス(ME,WE)と、他の7ｸﾗｽ(MS,WS,MJ,WJ,MV,WV,XV)の内で

　成績の良いクラス3つ、計5クラスの成績得点を合計し、都道府県順位を決定、6位までを表彰する。

・同一会員から複数のチームが出場するクラスでは、最上位チームのみに得点を与える。

・複数会員による連合チームには、獲得得点を会員数で割った得点（小数点以下1位まで)をそれぞれ与える。

チーム得点の計算方法
・日本選手権クラス(ME,WE)は1位を9点とし、以下1点ごとに減点して、9位を1点とする。

・他の選手権クラスは1位を6点とし、以下1点ごとに減点して、6位を1点とする。得点対象外のチームの順位は

　詰めて計算する。

・最終エントリー数が6チームに満たないクラスは、最終エントリーの段階でのチーム数を1位の得点とし、

　順位が下がるごとに1点ずつ減点する。

都道府県
日本選手権 シニア選手権 ジュニア選手権 ベテラン選手権

得点 順位
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