
第 25 回全日本リレーオリエンテーリング大会 

プログラム 

 

 

第 71 回国民体育大会(希望郷いわて国体)マスコット 

「そばっち」 

 

開催期日 平成 28 年 11 月 6日（日） 雨天決行・荒天中止 

競技場所 岩手県八幡平市 安比高原スキー場 白樺ゲレンデ周辺 

競技会場 安比高原スキー場 安比プラザ（要項から変更） 

主  催 公益社団法人日本オリエンテーリング協会（JOA） 

主  管 岩手県オリエンテーリング協会 

後  援 スポーツ庁、公益財団法人健康・体力づくり事業財団、公益財団法人日本体育協会、 

岩手県、岩手県教育委員会、八幡平市、八幡平市教育委員会、 

一般社団法人八幡平市観光協会、特定非営利活動法人岩手県レクリエーション協会、 

安比高原ペンションビレッジ会、ＮＨＫ盛岡放送局、IBC岩手放送、 

テレビ岩手、岩手めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、岩手日報社 

協  力 株式会社岩手ホテルアンドリゾート、北海道オリエンテーリング協会 

協  賛 森永乳業株式会社、株式会社中村農園 
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１ 大会役員 

大会名誉会長 達増 拓也（岩手県知事） 

大会名誉副会長 田村 正彦（八幡平市長） 

大会会長 山西 哲郎（公益社団法人日本オリエンテーリング協会会長） 

大会副会長 玉澤 徳一郎（岩手県オリエンテーリング協会会長） 

大会副会長 村越 真（公益社団法人日本オリエンテーリング協会副会長） 

 

 

２ 競技役員 

大会実行委員長 日下 雅広  （岩手県オリエンテーリング協会） 

大会副実行委員長 信原 靖   （公益社団法人日本オリエンテーリング協会理事） 

大会副実行委員長 小野寺 俊次（岩手県オリエンテーリング協会） 

運営責任者 三澤 儀男  （岩手県オリエンテーリング協会） 

競技責任者 鈴木 宏   （岩手県オリエンテーリング協会） 

コース設定者 盛合 美誉  （岩手県オリエンテーリング協会） 

スタッフ 

及川 弘文、大山 佳祐、小畑 祐介、帷子 大貴、亀山 美沙紀、菊池 亨雄、小菅 美紗子、 

佐々木 慎、佐々木 民雄、笹田 京、佐藤 あかり、下村 佳奈、高久 匠、高橋 禎、高橋 大輔、

高橋 徹、田口 茂樹、的場 洋輔、見上 和美、三上 諒、盛合 宏太、小野 賢二、髙村 卓、 

斎藤 文明、佐々木 隆男、舘田 実千代（順不同） 

 

大会コントローラ 田中 徹（千葉県オリエンテーリング協会） 

 

写真撮影 上林 弘敏 
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３ スケジュール 

11月 2日（水） 

 12：00（必着） 選手権クラス走順票 提出締切 

11月 5日（土） 

トレーニングコース 

 10：00 ～ 15：50 安比高原スキー場 ザイラーゲレンデ（八幡平市） 

開会式・テクニカルミーティングほか 

 会 場: 安比高原スキー場 安比プラザ 2階 

13：30 全日本リレー大会受付開始（17:00 まで）、入場開始 

14：00 ～ 15：40 JOA 対話集会 

15：50 ～ 16：10 JOA 功労者表彰 

16：20 ～ 16：50 開会式 

17：00 ～ 17：30 テクニカルミーティング（競技・運営上の諸注意、テレイン情報、質疑応答） 

11月 6日（日） 

  会 場: 安比高原スキー場 安比プラザ 2階（八幡平市） 

 7：30 開場 

 8：30 一般クラス走順票 提出締切 

9：00 競技説明・デモンストレーション 

9：30 選手権 ME、WE クラス １走スタート 

9：40 選手権 MS、WS、MJ、WJ、MV、WV、XV、XJ クラス １走スタート 

9：50 一般 M-L、M-S、W-L、W-S、MIX-L、MIX-S クラス １走スタート 

12：40（予定） 繰り上げスタート 

12：50（予定） 表彰式（順位決まり次第） 

14：10 フィニッシュ閉鎖 

14：15（予定） 閉会式 

 

問い合わせ先 （11月 5 日まで） 

公益社団法人 日本オリエンテーリング協会  

TEL ： 03-3467-4548  FAX ： 03-3467-4549 

E-mail ： entry@orienteering.or.jp 

運営責任者 三澤 儀男 

Mobile ： 090-2457-3296  FAX ： 0195-73-6881 

E-mail ： pension.miwa@dion.ne.jp 

宿泊に関する問い合わせ 信原 靖 

  Mobile ： 090-4877-9775 

E-mail ： cak60560@pop13.odn.ne.jp 

大会当日（11月 6日）の問い合わせ先、緊急時の連絡先 

三澤 090-2457-3296  日下 090-6782-5381 

 

大会中止の判断  

・選手の安全性を鑑み、気象状況により大会を中止する場合があります。  

・中止する場合は、大会ウェブサイト（ http://www.orienteering.or.jp/jroc/2016/ ）に当日 6:30

までにその旨を掲載する予定です。 

 

http://www.orienteering.or.jp/jroc/2016/
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   祝 辞         

         スポーツ庁長官  

      鈴木大地  

 

 日本にオリエンテーリングが導入されて 50

年目の記念すべき年に、第 25 回全日本リレー

オリエンテーリング大会がここ岩手県安比高原

において全国から多数の参加者を得て、盛大に

開催されることを、心からお祝い申し上げます。 

 スポーツは、人生をより豊かで充実したもの

とするとともに、健康で活力に満ちた社会の形

成や地域社会の再生に大きな役割を担っており

ます。今年リオデジャネイロで開催されたオリ

ンピック・パラリンピックでは、数々の熱戦が

繰り広げられ、最後まであきらめず懸命にプレ

ーする選手の躍動は、勝敗を問わず我々に大き

な感動と勇気を与えてくれました。これから２

０２０年の東京大会に向けて我が国のスポーツ

に対する関心はますます高まるとともに、スポ

ーツの果たす役割に大きな期待が寄せられるこ

とと思います。 

 昨年 10 月に設置されたスポーツ庁も先月で１

年を迎えました。スポーツ庁においては、国際競

技力の向上、スポーツの振興はもとより、スポー

ツを通じた健康増進、地域活性化などの新たなス

ポーツ施策に全力で取り組んでまいります。 

 このような中、リトルジュニアからスーパーベ

テランまで幅広い年齢層の選手が年齢毎に都道府

県チームを編成し、3 人のリレーで大自然の中を

駆け巡り、タイムを競い合う本大会は、生涯スポ

ーツ社会の実現を図る上でも大変有意義なもの

であります。 

 選手の皆様方におかれましては、日頃の練習

の成果を存分に発揮されるとともに、チームの

仲間を信じて最後まであきらめることなく、地

図を読み、走りぬくことにより、会場を大いに

盛り上げてください。また、全国から集まった

仲間との交流の輪を大いに広げていただくこと

を期待しております。 

 結びに、本大会の開催に当たり御尽力された

公益社団法人日本オリエンテーリング協会、岩

手県オリエンテーリング協会をはじめ、関係の

皆様に心から敬意を表しますとともに、本大会

の御成功とますますの御発展を祈念して、お祝

いの言葉といたします。 

 

 

 

                     岩手県知事 

      達増 拓也 

 
 第 25 回全日本リレーオリエンテーリング大

会が、岩手県において盛大に開催されますこと

をお喜び申し上げますとともに、全国から本県

にお越しくださいました皆様を心から歓迎いた

します。 

 10 月には、「東日本大震災復興の架け橋」を

冠して開催いたしました第 71 回国民体育大会

「希望郷いわて国体」並びに第 16回全国障害者

スポーツ大会「希望郷いわて大会」に全国から

多くの皆様をお迎えし、無事に終えることがで

きました。両大会の開催を通じ、県民みんなで

力を合わせ、復興、そして、その先の未来に向

かって進んでいく大きな力をいただくことがで

きましたことに、深く感謝を申し上げます。 

 さて、先の国体においてもデモンストレーシ

ョンスポーツとして実施されたオリエンテーリ

ングは、知力、体力、精神力を養うことはもち

ろんのこと、自然を愛する心を育むことができ

るスポーツとして、幅広い年齢層の人たちに愛

好されており、まさに生涯スポーツとしてふさ

わしいものです。出場される選手の皆様には、

今まで積み重ねてこられた練習の成果を大いに

発揮されるとともに、競技に取り組む姿を通じ

て、多くの皆様にオリエンテーリングの素晴ら

しさを伝えていただきたいと思います。 

 岩手県は、会場となる八幡平市安比高原をは

じめとする雄大な自然や、豊かな歴史文化など

多くの見どころを有しております。皆様方には、

この機会に、色彩豊かな高原の自然に触れなが

ら、地酒、食、温泉など岩手の多彩な魅力を堪

能いただき、御来県の良き思い出としていただ

ければ幸いです。 

 結びに、本大会の開催に当たり、多大な御尽

力をいただきました公益社団法人日本オリエン

テーリング協会等関係の皆様方に深く感謝を申

し上げますとともに、本大会の成功と選手の皆

様の御健闘を心からお祈り申し上げます  
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        八幡平市長 

      田村 正彦 

 

 

「第 25 回全日本リレーオリエンテーリング大

会」が岩手県八幡平市安比高原で盛大に開催さ

れますことは、誠に光栄であり全国各地からお

越しの選手並びに関係者の皆様を市民とともに

心から歓迎申し上げます。 

八幡平市は、十和田八幡平国立公園に連なる「岩

手山」「八幡平」「安比高原」「七時雨山」などの

観光資源に恵まれた北東北有数の観光地であり、

そして、生産量日本一を誇る花「りんどう」や

「山ぶどう」「ほうれん草」栽培をはじめとする

農業も盛んな地域です。 

また、豊かな自然環境を生かし、夏にはフット

サル、ラグビー、冬はスキーなどの大会が開催

されていることから、スポーツと観光が連携し

た滞在型スポーツのまちづくりを推進し、交流

人口の拡大に努めております。 

会場の安比高原は、清らかに澄んだ空気と美し

い白樺やブナの森、天然野芝の高原など自然豊

かなロケーションを有した、スポーツ施設や温

泉施設が充実した場所であり、スキーやスノー

ボードなどの大会が数多く開催され、多くのア

スリートが集う場所でもあります。また、本年

10 月に開催された「希望郷いわて国体」では、

デモンストレーションスポーツとしてオリエン

テーリング競技が開催されました。この自然あ

ふれる安比高原で、知力と体力を競い合い、幅

広い世代に親しまれているオリエンテーリング

大会が開催されることは、これからの生涯スポ

ーツの発展に大きな役割を果たすこととなるも

のと思います。 

また、選手の皆様には、日頃磨かれた技を遺憾

なく発揮されることをご期待申し上げますとと

もに、当市に集うことにより生まれる人と人と

の縁や絆を、より深いものにしていただきたい

と願っております。 

結びに、本大会の開催にご尽力賜りました関係

者の方々に、心から感謝申し上げますとともに、

大会の成功と選手の皆様のご健闘を心からお祈

り申し上げます。 

 

 

 

 

            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 

        北国、岩手は晩秋の季。白色

の冬を前にして、澄んだ空高く色豊かな大自然

に包まれたここ安比高原にて第 25 回全日本リ

レーオリエンテーリング大会開催の運びとなり、

主催の日本オリエンテ―リング協会から関係の

皆様に大いなる歓迎と感謝をいたします。 

今回は特に東北震災復興の思いをもち、日々再

生をされてきた東北・岩手での大会として、地

元の方々に敬服するとともに、岩手県オリエン

テーリング協会が主管としての企画運営に月日

をかけての準備にされたことに大いに感謝をい

たします。また、この大会を物心にわたって支

援、協力をしていただいた地元の関係者の方々

に心からお礼を申し上げます。 

 四分の一世紀の歴史をもって全国各地で行わ

れてきたこの大会はいつも静かな自然の大地で

も、オリエンテーリングスポーツ一色になるほ

ど、1 年で最も熱戦が展開されています。これ

が我がスポーツが、これほど自然の中でエネル

ギッシュにプレイされる特徴であります。 

 本年はリオオリンピック、パラリンピックが

行われ、スポーツが一段と人間にとって挑戦と

交流する魅力を全世界に伝えられました。我が

オリエンテーリングはオリンピック種目ではな

いのですが、「地図を手に明日へと駆ける」表現

は、他のスポーツにはない特性と魅力感を与え

られ、喜びを抱くスポーツ文化です。 

 今回は選手権と同時に、リレー形式で、それ

も都道府県対抗ゆえに個人のスポーツでありな

がら選手は互いに友情をもって競うあう大会で

す。それだけにこの体験をもっと多くの人たち

に広げる大会でもあり、それが将来、オリンピ

ックの種目につながる理念にもなると思います。 

 ここ、安比高原は日本有数のオールシーズン

リゾート地で、季節ごとにいろいろなスポーツ

を楽しむことができると言われ、当テレインは

スキー場のゲレンデとかつて牧場であったラフ

オープンと山林からなっていると紹介されてい

ます。そして、斜面は登坂力が必要なほどであ

り笹藪ではスピードを落とさなければならない

と、変化にとんだ走力とテクニックを要するテ

レインをいかに賢く、野生的に走破するか一段

と興味が湧いてきます。 

 皆様とともに「素晴らしきかな大会」を創り

上げましょう 
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            岩手県ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会 

 

                   会長 玉澤徳一郎 

 

 

 第 25 回全日本リレーオリエンテーリング大

会に全国からご参集された皆様、ようこそ『希

望郷いわて』八幡平市にお出で下さいました。

皆様のご参加を心より歓迎申し上げます。 

 

 八幡平市は、国立公園八幡平へのアスピーテ

ライン、東北最大規模の安比高原スキー場、八

幡平温泉郷、松川温泉など多数の観光資源に恵

まれており、観光産業と農業が盛んなところで

す。 

 

 この自然豊かな安比高原は、まさにオリエン

テーリングを楽しむ絶好の地であります。岩手

県のオリエンテーリング愛好者は多くはありま

せんが、大学や職場で経験した社会人を中心に、

岩手大学・岩手県立大学の学生にも参画しても

らい、本大会に向けて準備を進めてきました。 

 

 各都道府県選手の皆様が、この安比高原の自

然を思い切り楽しみ、チーム一丸となって好成

績が残せるよう、そしてそれぞれの選手団の交

流が図られるよう、期待しております。 

 

 また、大会後には、東日本大震災において、

皆様からご支援いただいた三陸沿岸各地を巡り、

復興状況を視察していただければ幸いです。 

 

 結びに、本大会開催にあたり、多大なご支援

ご協力を賜りました岩手県・八幡平市・（株）岩

手ホテルアンドリゾート、地元の関係機関、岩

手大学・岩手県立大学オリエンテーリングクラ

ブの皆さん、そして大会実行委員の皆さんに心

から感謝を申し上げ、歓迎のあいさつといたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            大会実行委員長 

 

         日下 雅広 

 
 第 25 回全日本オリエンテーリング大会に全

国からご参集の皆様、ようこそ岩手県八幡平市

にお出でくださいました。皆様のご参加を心か

ら歓迎申し上げます。 

 

 岩手県オリエンテーリング協会は本大会を開

催するため、役員改選や大学クラブとの連携強

化を行い、準備を進めてまいりました。 

 本大会が開催されます安比高原は、2004年の

第 20 回岩手大学オリエンテーリング大会を皮

切りに、ロゲイニング・スキーオリエンテーリ

ング・体験会が開催され、様々な種目・競技エ

リアで楽しめるテレインとなりました。さらに、

2011 年の安比ブナ林地図作成とその後の拡張

により、夏場でも快適にオリエンテーリングが

できる環境が整い、安比高原は年中楽しめる岩

手を代表するテレインとなりました。 

 2016年の安比高原は 1月の全日本スキーオリ

エンテーリング大会（スプリント）、3月のスキ

ーオリエンテーリング体験会、6 月のナイトオ

リエンテーリングイベント・岩手大学岩手県立

大学大会、10月の国体デモンストレーションス

ポーツを開催し、本大会に至ります。2016年の

安比高原を締めくくる、競い甲斐のあるコース

に仕上がりました。選手の皆様には、大いに安

比高原を堪能していただければ幸いです。 

 

 先日、地図調査の帰りに「ここも地図にした

いな」と思うところを見つけてしまいました。

そのようなわけで、これからもまだまだ安比高

原の地図を拡張していきます。今大会にご参加

の皆様には安比高原を好きになっていただき、

何度でも安比高原に足を運んでいただけると嬉

しいです。 

 

 最後になりましたが、本大会を開催するにあ

たり、多大なご支援･ご協力を賜りました株式会

社岩手ホテルアンドリゾート、北海道オリエン

テーリング協会をはじめ地元の関係機関･団体

の方々、地元住民の皆様に感謝を申し上げ、ご

挨拶とさせていただきます。 
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５ 会場等案内図 

 

全体案内図（競技会場、開会式会場、トレーニングコース会場、駐車場） 

 

 

※大会前の岩畑の湯・ブナの駅方面への立入を禁止します（主要道路含む）。 
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競技会場レイアウト図 

 

※大会前日はゲレンデ側の立入を禁止します。開会式等に参加される方は、安比リゾートセンターから

入場し、渡り廊下を通って安比プラザにお入りください。 

※建物内は、ピン付きシューズの使用を禁止します。靴を履き替えてご利用ください。 
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６ 走順票の提出 

選手権クラス 

・提出期限 11月2日（水）12：00必着  

・選手権クラスの提出用「走順票」は、大会ウェ

ブサイトに掲載しています。  

・走順票に、各クラスの登録名簿の正選手及び補

欠選手の中から走順欄に競技者登録番号、選手

名を記入の上、郵送、FAXまたはE-mail で下記

宛提出してください。（E- mail による場合は、

大会ウェブサイトに掲載のエクセルシートを

必ずご使用ください。）  

〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1  

岸記念体育会館内  

（公社）日本オリエンテーリング協会  

FAX 03–3467–4549  

E-mail entry@orienteering.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､テクニカルミーテ

ィング受付時に各都道府県選手団に1枚ずつ配

付、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、同一クラスの他のチームお

よび補欠登録選手に限り選手交代の申告がで

きます。団長もしくは監督は、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8：30までに大会本

部へ申告してください。交代の可否は、競技責

任者が決定します。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はできませ

ん。  

 

一般クラス 

・提出期限 11月6日（日）8：30 

・一般クラスの提出用走順票は、大会ウェブサイ

トに掲載しています。また、会場内受付にも用

意します。申込時（本プログラム掲載内容）か

ら選手・走順に変更のあるチームは、走順票を

受付に提出してください。チーム名変更はでき

ません。  

・成績速報の選手名は、プログラム掲載内容にて

表示される場合もあります。 

 

 

７ トレーニングコース 

<日時>11月5日（土）10：00～15：50（時間厳守） 

<場所>岩手県八幡平市 

安比高原スキー場 ザイラーゲレンデ周辺 

<会場・更衣所>ザイラースキーセンター 

<交通> 

※アクセスに制限はありません 

 開会式会場から3.5km 車７分、徒歩50分 

 JR安比高原駅から5km 車10分、徒歩80分 

 大型バスでおいでの方は事前に連絡ください。 

また、大会送迎車（完全予約制、申込は既に締切）

を以下の通り運行いたします。申込者以外の利用

はできません。 

 

（電車利用）盛岡駅発    9:35  13:48 

1150円    安比高原駅着 10:35  14:49 

          往路  511便  521便 

(大会送迎車)安比高原駅発 10:45  14:55 

↓     ↓ 

会場前 発  10:55  15:05 

                ↓   ↓ 

ザイラー前着 11:05  15:15 

          復路  512便  522便 

(大会送迎車)ザイラー前発 14:25 16:00 

        ↓   ↓ 

会場前 発  14:35 16:10 

        ↓   ↓ 

安比高原駅着 14:45 16:25 

（盛岡行き）安比高原駅発 15:26 17:38 

※会場前（安比リゾートセンター・安比プラザ） 

※ザイラー（トレーニングコース会場） 

 

<概要> 

トレーニングコース会場の「ザイラースキーセン

ター」に受付を設置します。事前申込の方は、代

表者名（または都道府県名）を伝えて全コントロ

ール図を受け取ってください。当日の申し込みも

若干名受け付けますが、数に限りがあります。ト

レーニングコースの利用が終わりましたら、代表

者は受付に下山報告をお願いします。終了時刻

15：50を守ってください。 

ザイラースキーセンターでは男女トイレ、男女更

衣スペース、荷物置き場が利用できます。近くに
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コンビニはありません。施設内の自動販売機は利

用できません。 

<地図> 

「安比高原～ザイラー～」 

 2016年岩手県オリエンテーリング協会作成 

JSOM2007準拠、縮尺1:10,000、 

等高線間隔5m、走行度4段階表示 

A5 プリント印刷 全コントロール印刷済み 

<地図代金> 

事前申込700円 当日申込1,000円 

（会員サポート寄付金200円を含んでいます） 

 

<トレーニングコース事前申込締切> 

地図事前申込締切 10月29日（土） 

<トレーニングコースに関する問合せ> 

E-mail:iwateering.2016@gmail.com （日下） 

電話:090-6782-5381（日下） 

【注意事項】 

 ※大会送迎車の申込は終了しております。大会

送迎車については、上記連絡先に直接お問合せく

ださい。 

 

８ 開会式・テクニカルミーティングほか 

日時：11月5日（土） 13：30～17：30 

会場：安比高原スキー場 安比プラザ2階 

（５ 会場等案内図参照） 

交通：JR花輪線 安比高原駅下車 距離約3km 登高

120m 徒歩50分。 

車で約10分。 

東北自動車道 松尾八幡平IC より約14km 

 東北自動車道 安代IC より約15km 

・大会送迎車の運行スケジュールは７トレーニン

グコースをご参照ください。 

・隣接の安比リゾートセンターから入場してくだ

さい。 

・自家用車・バスの方は会場前の大駐車場をご利

用ください。 

・建物内は全面禁煙です。 

・都道府県単位でお座りください。  

 

（タイムテーブル） 

13：30～17：00 

<全日本リレー受付> 

安比リゾートセンター内 

選手権クラス 選手権走順一覧表、ナンバーカ

ード、E-card、競技用地図配布 

一般クラス ナンバーカード、E-card、競技用

地図配布 

14：00～15：40（入場開始13：30） 

<JOA対話集会> 

15：50～16：10 

<JOA功労者表彰> 

16：20～16：50 

<開会式> 

開会宣言 

主催者・主管者挨拶 

来賓挨拶・紹介 

優勝旗・優勝杯の返還 （前回団体優勝 愛知県） 

選手宣誓（岩手県） 

都道府県選手団紹介 

17：00～17：30 

<テクニカルミーティング> 

競技上の留意事項の再確認 

事前に質問を受け付けます。 

テクニカルミーティング時の質問については

大会当日朝、公式掲示板にて回答します。 

競技責任者 鈴木 宏 

E-mail：iwateering.2016@gmail.com 

11月3日（木・祝）までにお願いします。 

 

９ 交通案内 

（1）自家用車 

 東北自動車道 松尾八幡平IC より約14km 

 東北自動車道 安代IC より約15km 

（５ 会場等案内図参照） 

 会場前の大駐車場をご利用ください。 

大型バスでおいでの方は事前に連絡ください。 

 

（2）公共交通 

 JR 花輪線 安比高原駅より 

徒歩 距離約 3km 登高 120m、50分 

大会送迎車で約 10分 

 ・大会送迎車は完全予約制（既に締切）です。

申込者以外の利用はできません。 

 ・大会送迎車は盛岡からの電車に接続して発車

します。電車が遅れた場合は発車を遅らせます。 

 

<11/6(日)> 

mailto:iwateering.2016@gmail.com
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（電車利用）盛岡駅発    6:55 

  1150円  安比高原駅着  8:02 

          往路  611便 

（大会送迎車）安比高原駅発  8:15 

              ↓ 

      会場前 着   8:25 

          復路  612便 

（大会送迎車）会場前 発  14:50 

              ↓ 

      安比高原駅着 15:00 

（盛岡行き）安比高原駅発 15:26 

※会場前（安比リゾートセンター・安比プラザ） 

 

１０ 競技情報 

競技形式 

リレーオリエンテーリング（1チーム3名） 

競技規則 

「日本オリエンテーリング競技規則」による 

競技用地図 

「安比高原～馬駆ける野～」 

縮尺 1：10,000 

等高線間隔 5m 

JSOM2007準拠 A4判 

カラープリンタ印刷、ポリ袋による防水加工済   

地図記号凡例の掲載なし（特殊記号のみ掲載） 

地図調査 

岩手県オリエンテーリング協会 

地図調製・印刷 

同上 

特殊記号 

 ×（黒色）馬の給水台(跡)、モニュメント 

 ○（黒色）炭焼き窯跡 

 ・（緑色）目立つ木（小） 

 ○（緑色）目立つ木（大） 

 ×（水色）水道施設 

 

競技用地図の配布 

5日6日両日、受付にて、競技用地図とE-cardを

すべてのクラスおいてチーム単位で封筒に入れ

て配布します。欠席のチームがある場合にはスタ

ート開始前に直ちに受付まで封筒ごと返却下さ

い。欠席チームの地図は、繰り上げスタート後に

再度受付に来ていただければお渡し致します。 

※配布された地図の管理は参加者の責任となり

ます。紛失・宿等への置き忘れがないようにお願

いします。 

 

競技用の地図の包装状態 

地図は、防水用のポリ袋に封入（シーリング加

工）した状態で2つ折りにされ、開かないよう粘

着力の弱い紙テープで止めてあります。 

さらに、薄い半透明ポリ袋（A5サイズ）に封入

されており、紙テープを外して地図を開くことが

できないようになっています。第1走者はスター

トエリアに整列するまで、第2、第3走者は次走者

待機枠に入るまで、半透明ポリ袋を開けて地図を

取り出すことはできません。 

地図の裏面には、チームナンバー／クラス名／

チーム名／走順が記載されており、半透明ポリ袋

に封入された状態で確認することができます。誤

って他の走者の地図を持って出走することのな

いようにしてください。 

 

テレイン情報 

当テレインは標高 550ｍから 800ｍにかけて存

在し、南部のスキーゲレンデ、中央部の森林と北

部のラフオープン地帯からなります。 

スキーゲレンデのオープンはリレーの要、声援

を送る場となります。競技者に精一杯の声援をお

送りください。 

中央部の森林（ゲレンデ脇）は藪の刈り払いが

行われ、見通し・走行度は非常に良好です。その

ため、小径の判別が難しくなっています。本大会

の中核を担う、最も爽快なエリアになります。中

央部の森林（残り）は一転して走行度は低下、我

慢を要求するエリアとなります。 

北部のラフオープン地帯は見通しこそ良好で

すが、見た目より草が深い箇所が有り、軽快に走

るには走行度の良い部分を見極める必要があり

ます。また、とげのある植物が生えているため、

怪我には注意してください。 

 

コース情報 

安比高原スキー場ゲレンデのオープンと周囲

の林を使ったコースになっており、爽快に走るこ

とができます。全体的に見通しが良くスピードレ

ースになることが予想されます。人につられてし
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まわないよう注意が必要です。会場からは行きか

う選手たちを応援することができます。会場の応

援で高揚しすぎることなく落ち着いてレースに

臨んでください。 

 

競技上の注意点 

（1）立入禁止エリア 

地図上では紫色縦ハッチで表記しています。

現地にテープ等での明示はしていませんが、立

ち入りが判明した場合は失格となります。 

コース上にJSOM記号527で表示された立入禁

止区域があります。非常に小さく判読しにくい

ため、現地に青黄テープにて明示しております。 

また、危険箇所（小範囲）については地図表

記無し、青黄テープによる現地表示をしており

ます。 

（2）主要道路の横断 

主要道路を横断するクラスがあります

（ME/WE/MJ/MS/WS/MV/M-L/W-L/M-S）。横断は2

カ所あり、コース上の約5～10％、約40～50％

の位置にあります。自分自身で安全を確認の上、

横断してください。 

 本大会において、主要道路の走行は禁止しま

せんが、脇を走る等、安全には十分気をつけて

ください。 

（3）コース途中の誘導区間 

主要道路を横断するクラスで、コースの途中

に誘導区間を設けます。その区間は赤白のテー

プ誘導に従ってください。誘導区間終了地点に

道路横断があります。 

（4）会場周り 

スペクテーターズコントロールから次のコ

ントロールへ向かう際に、最終コントロール～

フィニッシュ間の誘導を横断する可能性があ

ります。衝突等事故が無いよう、注意して走行

してください。 

（5）林道脇のみぞ、ゲレンデのみぞ 

  林道脇及びゲレンデにはみぞが存在します。

怪我をしないよう十分に注意してください。 

 

コース情報 

＜以下現時点での予定／最終版はテクニカルミ

ーティングで発表するとともに、公式掲示板に掲

出＞ 

ｸﾗｽ    距離 登高 優勝設定時間 競技時間 

【選手権クラス】 

ME    5.7km      220m  135 分   270 分 

WE    4.5～4.6km 165m  120 分   240 分 

MJ    4.9～5.1km 180m  135 分   270 分 

WJ    3.0～3.1km 130m  120 分   240 分 

MS    4.7～4.8km 170m   135 分   270 分 

WS    4.2～4.4km 155m  120 分   240 分 

MV    4.5～4.6km 165m  135 分   270 分 

WV    2.9～3.0km 130m  120 分   240 分 

XV    2.9～3.0km 130m  120 分   240 分 

XJ    2.8～2.9km 120m   80 分   240 分 

【一般クラス】 

M-L   4.7～4.8km 170m   120 分   240 分 

W-L   4.2～4.4km 155m  120 分   240 分 

M-S    4.5～4.6km  165m   105 分    240 分 

W-S    2.9～3.0km  130m    90 分    240 分 

MIX-L 2.9～3.0km 130m   90 分   240 分 

MIX-S  2.8～2.9km 120m   80 分   240 分 

 

上記距離の表記（地図上の位置説明の表記も同

じ）は、中継（チェンジオーバー）ゾーンからス

タートフラッグまでの距離を含んでいます。 

全クラスとも会場内にあるスペクテーターズ

コントロールを通過します。スペクテーターズコ

ントロールは、コース上の約65～80％の位置にあ

り、競技者の通過を確認できます。 

給水コントロールはありません。スペクテータ

ーズコントロール通過時に、観戦エリアから手渡

しでの給水を認めます。各チームの責任で行って

ください。 

服装・シューズ 

特に制限はありません。長袖・長ズボンを推奨

します。 

 

電子パンチングシステムについて 

・本大会ではEmit社製パンチングシステムを使

用します。 

・各チームに1～3走用E-card3枚を配布します。

E-cardの使い回しは認めません。 

・各選手は自分のチーム・クラス・走順が記載

されたE-cardを必ず使用してください。 

・指定以外のE-card（他の走順のE-card、マイ

E-card）を使用した場合は失格となります。 
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・E-cardを紛失・破損した場合は損害金8,000円

を申し受けます。 

・E-card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。 

[E-card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。ユニットのパイロットランプが点灯し

ない場合には、係員に申し出てください。 

・E-card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

ップラベルに記録が残りません。バックアッ

プラベルの装着を確認ください。 

 

・E-cardまたはバックアップラベルでの通過記

録が残っていない場合は失格とします。（参

考：「競技規則等の運用に関するガイドライ

ン」18項参照） 

[コントロールで間違った記印をした場合の対処

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。間違ったコントロールのパン

チが記録されても、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。 

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） 

※この場合2回目の9番のパンチが電子的記録

として残っていないと、バックアップラベル

の穴があってもそれは通過証明とはなりま

せん。 

例2) 7→8と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） 

 

ナンバーカード 

選手は、配布されるナンバーカードを必ず胸に

見えるように水平に取り付けてください。取り付

けは、安全ピンを4本以上使用するか、それと同

様の手段で取り付けてください、主催者側で安全

ピンは用意しませんので、各チームで準備してく

ださい。 

ナンバーカードを折って取り付けること並び

にナンバー欄への追記は認めません。 

 

ナンバーカードの記載事項 

 [選手権クラス] 

 

第 25 回全日本リレーオリエンテーリング大会 

ME 岩手１ 

10311 
 

 

 

 

 

 

・クラス番号：1 ME、2 WE、3 MS/WS、4 XJ、5 MJ/WJ、

6 MV／WV、7 XV 

・都道府県番号：都道府県コード（WS、WJ、WVは

コード番号に50を加えた番号）、連合チームは

固有の番号を割り当てる。 

・チーム番号：複数チームの区別（1チームの場

合は1） 

・走順番号：走順 

[一般クラス] 

 

第 25 回全日本リレーオリエンテーリング大会 

M-L ﾁｰﾑ名 

9011 
 

 

 

 

 

 

ク
ラ
ス
番
号 

都
道
府
県
番
号 

チ
ー
ム
番
号 

走
順
番
号 

ク
ラ
ス
番
号 

チ
ー
ム
番
号 

走
順
番
号 
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・クラス番号：9 

・チーム番号：固有の番号 

・走順番号：走順 

[共通] 

・ナンバーカードの地色 

1走：白、2走：水色、3走 ピンク 

 

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

関する規定」と「位置説明仕様JSCD2008」に準拠

します。 

各コースの位置説明は事前公開しません｡ 

 

調査依頼・提訴 

調査依頼、提訴ともに、チームの代表者（団長

もしくは監督）名で、書面にて提出してください。 

競技運営に関する調査依頼は､本部備え付けの

指定用紙により速やかに競技責任者に対して行

ってください。調査依頼の締め切りは、大会当日

14：10です。ただし、成績速報に対する調査依頼

は、速報発表後1時間以内です。 

調査依頼への回答は、競技責任者が書面にて行

い公式掲示版に掲出します。 

調査依頼の結果に対して納得できず提訴する

場合は､本部備え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

に対する回答の掲出後15分以内です。 

裁定委員名は、テクニカルミーティングにて発

表するとともに、当日公式掲示板に掲示します。 

 

ドーピング検査 

本競技会では、ドーピング検査を予定していま

す。検査対象となりました選手は、係員の指示に

従ってください。また他の選手は、検査への協力

をお願いします。 

ドーピング検査に関する詳細事項は、次のアン

チドーピング委員会ウェブサイトをご覧くださ

い。 

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

 

公式掲示版 

競技に関する本プログラム掲載事項からの変

更事項、重要事項等を掲示します。監督、選手は、

必ず確認してください。 

 

表彰 

繰り上げスタート終了後、成績が確定したクラ

スから、順次安比プラザ2階にて表彰式を行いま

す。ただしME、WEクラスの表彰および団体総合表

彰は、一般クラスおよび他の選手権クラスの表彰

終了後に行います。 

（1）選手権クラス表彰 

・ME、WEクラス優勝チームを日本選手権者とし、

上位6位までを表彰します。他の選手権クラス

は上位3位までを表彰します。 

（2）団体総合表彰 

・都道府県ごとにMEおよびWEクラスの得点と、そ

の他の選手権クラスの内で成績の良い4クラス

の得点とを合計し、一番高い得点の都道府県を

総合優勝として優勝旗と優勝杯を授与し、6位

までを表彰します。 

・得点の計算方法 

MEおよびWEクラスは、1位を9点とし、以下1点

ごと減点し9位を1点とする。 

他のクラスは、1位を6点とし、以下1点ごと減

点し6位を1点とする。 

同一の都道府県会員から複数チームが出場す

るクラスでは、最上位チームのみに得点を与 

え、得点対象外のチームの順位は詰めて計算す

る。 

複数の都道府県会員による連合チームには、獲

得得点をチームを構成する都道府県会員数で

割った点数をそれぞれに与える。 

最終エントリ（走順提出）時点での得点対象チ

ーム数が6未満（ME、WEクラスは9未満）の場合

は、そのチーム数を1位の得点とし、以下1点ご

と減点する。 

上記以外で、競技時間内に完走したチームには、

1点を与える。 

（3）一般クラス表彰 

・各クラス3位までを表彰します。 

 

１１ 当日の流れ 

（1）会場（開場は7：30） 

・会場内（安比プラザ2階）に、フードコートを

開設します（11：30～13：30）。ぜひご利用く

ださい。 

・会場の安比プラザは土足での入場が可能です
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(ただし、ピン付きシューズの利用は禁止)。利

用に際しては故意に汚したり傷つけたりしな

いようお願いします。 

・テント、タープの設営は指定箇所でお願いしま

す。 

・トイレは、安比プラザ2階および安比リゾート

センター（競技会場レイアウト図を参照）のト

イレをご利用ください。 

 

（2）受付 

8：00～8：45 

・前日5日に受付を済ませた都道府県選手団・一

般クラス出場チームは受付を通る必要はありま

せん。 

・前日5日に受付を行っていない都道府県選手

団・一般クラス出場チームはナンバーカード、

E-card、競技用地図を受付で受け取ってください。 

・都道府県選手団の中で、参加しないチーム分の

地図とE-cardはただちに受付に返却してくだ

さい。 

・一般クラスの方は、自分のチーム分のみ受け取

り下さい。 

・当日参加受付はありません。 

・コンパスの貸し出しは行いません。 

 

（3）ウォーミングアップエリア 

・ウォーミングアップエリアとして競技会場レイ

アウト図に示すエリアを指定します。当該エリ

ア外でウォーミングアップ、クーリングダウン

をすることは禁止します。 

 

（4）競技説明・デモンストレーション 

 9：00～9：15 

・競技の流れに沿ったデモンストレーション（第

1走者スタート、スペクテーターズコントロー

ル、最終コントロールからスペクテーターズレ

ーン、中継のそれぞれの動き）のほか、特に注

意する点など説明します。 

 

（5）第1走者のスタート召集 

 9：20、9：30、9：40 

・選手の招集はスタート時刻の10分前に行います。

遅刻者は出走できません。 

・各クラスの第1走者のスタートエリアはチェン

ジオーバーゾーン南東側になります。 

・第1走者はスタートエリアに各自が競技で使用

する地図を持参してください。この段階で、地

図を封入している半透明ポリ袋を破くことは

できません。破かれていることが判明した場合

は失格となります。 

・スタートエリアに入る前に、E-cardのアクティ

ベートを必ず行ってください。 

・スタートエリアに入ったら、係員の指示に従っ

て整列し、係員の点呼を受け、そのまま待機し

てください。 

・スタート役員からの指示があったら、密封され

た半透明ポリ袋を破いて地図を取り出してく

ださい。密封用ポリ袋は、スタート役員が回収

します。 

・地図の紙テープ止めは、スタート後まで外すこ

とはできません。 

 

（6）スタート 

9：30 ME／WE  

9：40 MS／WS／MJ／WJ／MV／WV／XV／XJ 

9：50 一般クラス 

・号砲により一斉スタートです。スタート後はレ

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。 

・号砲の後に、地図の紙テープ止めを外して地図

をみることができます。 

・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。ショートカット

した場合は失格とします。 

 

スタートエリアでの整列順  

・選手権クラスのスタートは、MEクラスのみ2列

（前列・後列）、その他クラスはクラス毎に1

列に整列します。ME前列以外での整列順は指定

しません。 

・ME前列には、各都道府県から1チームのみ並ぶ

ことができます。都道府県コード順に整列して

ください。それ以外のチームは後列に並びます。 

・一般クラスの整列順は、特に指定はありません。 

 

（7）中間通過情報 

・全コースにおいて、コースの65～80％の地点で

会場内のスペクテーターズコントロールを通
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過します。 

・この時点で通過情報の放送を行うことがありま

すが、これは演出を目的としたものであり、全

てのチームに対して行うものではありません。  

 

（8）中継（チェンジオーバー） 

・中継での次走者の呼び出しは行いません｡前走

者の動向はスペクテーターズコントロールお

よび最終コントロールからのスペクテーター

ズレーンで確認できます。  

・次走者は、次走者待機枠に各自が競技で使用す

る地図を持参してください。待機枠に入る前に、

地図を封入している半透明ポリ袋を破くこと

はできません。破かれていることが判明した場

合は失格となります。  

・次走者待機枠に入る前に、E-cardのアクティベ

ートを必ず行ってください。 

・次走者待機枠に入ったら、密封された半透明ポ

リ袋を破いて地図を取り出してください。密封

用ポリ袋は次走者待機枠内に用意された箱に

入れ、周囲に捨てないでください。  

・地図の紙テープ止めは、前走者からの中継が終

了するまで外すことはできません。 

・誤って次走者待機枠に入った選手は、地図を密

封した半透明ポリ袋を破いていなければ、次走

者待機枠の外に出ることができます。半透明ポ

リ袋を破いた場合は枠外に出ることを禁止し

ます。  

・中継は、中継所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

中継判定員が警告を発し、やり直しを求めます。  

・次走者が次走者待機枠にいない場合、前走者は

役員の指示に従い、後続の走者の邪魔にならな

い位置で次走者が来るまで待機してください。 

・第1走者から第2走者への中継終了後に、第1走

者の失格が判明した場合、そのチームの第3走

者は、第2走者からの中継による出走を禁止し

ます。その場合の第3走者は、繰り上げスター

ト時に出走することができます。 

・中継は、繰り上げスタート時刻をもって終了と

なります。 

 

（9）フィニッシュ 

・最終コントロールからフィニッシュまでは

「赤・白」テープにより誘導します。 

・次走者との中継を終えた第1、第2走者、および

フィニッシュラインを通過した第3走者は、そ

のままレーンを進み、E-card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、誘導に従い計算センターでE-card

の読み取りを受けてください｡E-cardはここで

回収します。 

・繰り上げスタート時刻以降は、地図回収を行い

ません。 

・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。 

・競技を途中でやめた場合は、帰還後本部へ

E-cardを必ず返却してください。 

・E-card紛失の場合は本部に必ず申告してくださ

い。 

 

（10）繰り上げスタート 12：40（予定） 

・12：40（予定）までに中継ができなかった未出

走者は、繰り上げスタートになります。また、

第1走者の失格により中継が禁止された第3走

者もここでスタートすることができます。なお、

繰り上げスタート時刻は、レースの進行状況に

より変更となる場合があります。 

・当該選手は12：30（予定）に次走者待機枠に集

合してください。 

・12：40（予定）直前まで前走者との中継を認め

ます。中継完成の成否判断は中継判定員が行い

ます。 

・12：40（予定）の号砲により一斉スタートして

ください。 

・繰り上げスタート時刻以降、中継所を閉鎖しま

す。 

 

（11）成績速報  

・会場内において全クラスの速報を掲示します。  

 

（12）競技終了  

・14：10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。 

 

（13）表彰式・閉会式 

・表彰式は、繰り上げスタート終了後、成績が確
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定したクラスから、順次競技会場にて表彰式を

行います。ただしME、WEクラスの表彰および団

体総合表彰は、一般クラスおよび他の選手権ク

ラスの表彰終了後に行います。 

・閉会式は、14：15（予定）から行いますが、表

彰式の進行状況によっては早める場合もあり

ます。 

 

（14）その他  

・競技を棄権したチームは､本部へその旨を伝え、

E-cardを取りまとめ返却してください。  

・地図返却は、繰り上げスタート後に本部前で行

います。  

・地図販売は、繰り上げスタート後に本部で行い

ます。全コントロール図700円、コース図500円

です。（会員サポート寄付含む）いずれも数に

限りがあります。  

・成績表送付希望者は、本部にて所定の申込手続

をしてください。１部500円です。なお成績は、

大会ウェブサイトに公開します。 

 

１２ 留意事項 

（1）写真撮影について 

・本競技会への参加者、観戦者は競技の様子とし

て、また競技や会場の風景として、主催者や報

道機関に撮影されることがあります。これらの

写真を報告書や広報に使用することがありま

す。この点ご了承ください。 

 

（2）救護・救急 

・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。 

・大会会場には看護師が待機しておりません。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。 

・救急車の要請は、大会本部を通じて行いますの

で、競技用地図に記載している緊急連絡先に連

絡願います。 

 

（3）損害・保険 

・大会において自分自身が受けた被害、第三者に

与えた損害に対して、主催者は一切責任を負い

ません。 

・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。 

・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。 

 

今後とも、本テレインが利用できますよう、地

元の皆さんに挨拶をして頂くとともに、会場を

きれいに丁寧にご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＪＯＡからのお知らせ 

 

 平成29年度 全日本大会の予定 

平成29年 

 6月18日  第43回全日本大会  

      栃木県 

 11月3-4日 第12回全日本トレイル大会 

 11月5日  第6回全日本スプリント大会 

      いずれも島根県 

 11月25日 第10回全日本スプリント大会 

      長野県 

 12月3日  第26回全日本リレー大会 

      愛媛県 
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１３ 選手団一覧 

 

 

１４ 団体総合得点表 

 

コード番号 団長 監督 ＭＥ ＷＥ ＭＳ ＷＳ ＭＪ ＷＪ ＭＶ ＷＶ XV ＸJ 計

01 北海道 01   51 山田　健一 熊谷　智之 2 2

02 青森県(OPEN) 02   52 久道　達夫 幸山　敏克 1 1

03 岩手県 03   53 小向　和希 小向　和希 2 1 1 1 5

04 宮城県 04   54 佐藤　俊太郎 佐藤　俊太郎 4 4

07 福島県 07   57 加藤　一郎 渡辺　研也 2 1 2 2 7

08 茨城県 08   58 八神　遥介 八神　遥介 1 1 2

10 群馬県 10   60 小嶋　愼一 小野澤　清楓 1 1 1 3

11 埼玉県 11   61 木村　耕平 皆川　美紀子 2 1 2 1 1 1 1 1 2 12

12 千葉県 12   62 津田　春菜 千葉　妙 2 1 1 1 1 1 1 1 9

13 東京都 13   63 杉本　光正 菊澤　恵三 1 2 2 1 2 1 9

14 神奈川県 14   64 橋本　浩一 紺野　俊介 3 1 1 2 1 1 1 10

15 新潟県 15   65 佐久間　文香 佐久間　文香 1 2 3

21 岐阜県 21   71 中田　茂夫 広江　淳良 1 1 2

22 静岡県 22   72 田濃　邦彦 松澤　俊行 1 1 1 1 1 1 1 7

23 愛知県 23   73 中田　茂夫 広江　淳良 3 1 1 3 1 1 2 1 13

25 滋賀県 25   75 木俣　順 稲田　元樹 1 1 2

26 京都府 26   76 古川　勝美 石黒　文康 2 1 1 4

27 大阪府 27   77 愛馬　庸雅 平山　友啓 1 1 2 4

30 和歌山県 30   80 斎藤　久雄 楠見　耕介 1 1 2

81 北海道+秋田県+岩手県 81 山田　健一 熊谷　智之 1 1

82 岩手県+福島県 82 小向　和希 小向　和希 1 1

83 長野県+群馬県 83 田中　拓美 髙橋　美和 1 1

84 三重県+岐阜県 84 加納　尚子 加納　尚子 1 1

85 大阪府+兵庫県 85 愛馬　庸雅 平山　友啓 1 1

86 福岡県+広島県 86 佐久間　千恵子 吉村　年史 1 1

28 13 14 3 16 6 15 1 10 1 107

都道府県

計25都道府県 計107チーム
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１５ 選手権クラスエントリーリスト                                            

 

ＭＥ  男性日本選手権クラス

1011 北海道1 181-01-101 櫻本信一郎 192-01-084 昆野郁 193-01-090 白石祐太 179-01-044 熊谷智之

1012 北海道2 194-01-805 戸田聖人 196-01-801 塩平真士 197-01-802 湯浅博晶 170-01-004 山田健一

1031 岩手県1 193-03-239 藤原大樹 192-03-208 小向和希 194-04-469 照井雄大 186-03-284 久米航

1032 岩手県2 194-03-278 君成田智裕 194-03-803 重石尚樹 194-04-457 大川拓哉 193-03-245 佐々木克海

1041 宮城県1 194-04-463 小松栄輝 195-04-826 小泉惇平 194-04-471 橋本正毅

1042 宮城県2 195-04-810 佐藤俊太郎 195-04-813 富田涼介 195-04-825 高本育弥

1043 宮城県3 196-04-808 横山裕晃 195-04-806 小林隆嗣 193-04-472 半沢守

1044 宮城県4 195-04-815 堀江優貴 195-04-810 坂本譲 195-04-801 赤井章吾

1071 福島県1 191-07-111 三浦孝之 194-07-107 佐藤弘基 196-07-806 三浦大輝 195-07-808 瀧本優貴

1072 福島県2 175-07-013 渡辺研也 196-07-805 高松涼 165-07-010 廣田雅幸 195-07-801 渥美駿

1081 茨城県1 195-08-812 小林大悟 188-08-214 西名慧史 183-08-273 八神遥介 175-08-114 蛭田晃仁

178-08-157 宮城島俊太

1111 埼玉県1 194-13-724 猪俣祐貴 194-14-808 小泉知貴 194-13-830 粂潤哉 167-11-067 新隆徳

1112 埼玉県2 188-11-220 大木孝 160-11-124 福原正三 194-13-838 増田健也 177-11-317 源後知行

1121 千葉県1 193-12-002 戸上直哉 192-12-005 明石孝平 194-08-263 田中基成 195-13-831 平山遼太

1122 千葉県2 189-12-013 中井智規 194-12-813 杉山涼 192-12-007 衣川浩輔 196-12-001 宮本樹

1131 東京都1 194-13-815 木島佑輔 195-13-820 加藤岬 195-13-832 松尾怜治 179-13-295 三野隆志

1141 神奈川県1 178-14-122 紺野俊介 193-14-701 祐谷大輝 190-14-363 中島正治

1142 神奈川県2 194-13-802 田中大貴 194-13-716 井倉幹大 194-13-721 栗本開

1143 神奈川県3 186-14-384 石塚脩之 194-13-832 瀬川出 190-14-390 曽原直也

1151 新潟県1 195-15-812 高野兼也 194-14-358 立川大輝 194-15-293 菅野柊斗

1221 静岡県1 172-22-506 松澤俊行 185-22-507 長縄知晃 196-14-802 伊藤樹 175-22-401 田濃邦彦

160-22-001 村越真

1231 愛知県1 188-23-102 松井健哉 190-23-209 堀田遼 187-23-106 谷川友太 196-23-801 西嶋就平

1232 愛知県2 193-23-006 深田恒 192-23-103 嶋岡雅浩 189-23-103 菅谷裕志

1233 愛知県3 182-23-250 前田裕太 193-23-007 宮西優太郎 191-23-107 前田悠作

1261 京都府1 192-26-218 松下睦生 193-26-255 伊藤陵 195-26-819 伴広輝 186-26-604 石黒文康

1262 京都府2 192-26-280 葛野力 191-26-217 小菅一輝 189-26-202 大箱貴志 166-26-063 小野田敦

1271 大阪府1 195-27-803 緒方空人 195-27-805 清川裕樹 194-27-802 柴田龍一 168-27-001 永瀬真一

178-27-080 平山友啓

1301 和歌山県1 195-27-808 近藤吉史 196-27-814 硲田捷将 190-30-001 中村憲

ＷＥ  女性日本選手権クラス

2031 岩手県1 295-03-810 若山映令彩 295-03-808 千賀幸 294-03-279 藤田麻矢 292-03-222 多田智美

2071 福島県1 291-07-101 菅野美里 292-07-102 菅野仁美 296-07-801 石戸谷枝美

2101 群馬県1 288-12-004 新井宏美 293-10-098 宮田優花 293-10-090 小野澤清楓

2111 埼玉県1 281-11-136 皆川美紀子 296-11-212 山岸夏希 294-11-801 石神愛海 259-11-107 高野由紀

277-11-235 植松彩

2121 千葉県1 294-08-270 椎名麻美 290-12-003 柳川梓 288-12-002 津田春菜 284-12-009 千葉妙

263-12-001 宮本知江子

2131 東京都1 275-13-064 渡辺円香 296-13-801 木村るび子 294-13-807 中丸祝子

2132 東京都2 294-13-723 田中圭 293-13-717 松島彩夏 267-13-436 浦瀬香子

2141 神奈川県1 295-14-813 大類茉美 293-14-293 宮川早穂 294-13-729 中村茉菜

2221 静岡県1 294-13-727 増田七彩 290-22-509 芦澤咲子 294-04-476 本間実季 296-22-801 伊藤奈緒

2231 愛知県1 293-23-105 神谷玲花 291-18-001 横山理恵 293-23-101 守屋舞香

2251 滋賀県1 286-25-001 関谷麻里絵 294-25-001 荒井清美 290-25-001 江田黎子

2261 京都府1 292-26-222 大井綾 285-03-070 高橋摩帆 292-26-802 八十島梓

2841 三重県・岐阜県1 269-24-002 加納尚子 295-08-801 鈴木直美 270-21-001 鳥羽都子

ＭＳ  男性シニア選手権クラス

3081 茨城県1 178-08-157 宮城島俊太 175-08-114 蛭田晃仁 167-08-125 小林重信

3111 埼玉県1 167-11-067 新隆徳 177-11-317 源後知行 181-11-142 山下智之 163-11-098 福田雅秀

3112 埼玉県2 176-11-203 木村耕平 167-11-023 小島由幸 167-11-104 白石哲男 160-11-122 齋藤英之

3121 千葉県1 151-12-001 石井龍男 163-12-004 宮本幸治 167-12-005 錦戸靖幸 161-12-001 小林岳人

160-12-003 斉藤和助

3131 東京都1 169-13-018 藤生考志 166-13-001 青木俊之 163-13-090 杉本光正 155-13-051 荒井正敏

3132 東京都2 179-13-106 菊澤恵三 179-13-295 三野隆志 167-13-435 浦瀬太郎

3141 神奈川県1 172-14-170 橋本浩一 175-14-242 小暮喜代志 174-14-367 久米田誉晃

3151 岐阜県1 164-21-045 大江恒男 176-21-014 西脇正展 163-21-030 広江淳良 147-21-044 鹿野勘次

3221 静岡県1 165-22-501 田代雅之 181-22-420 内藤愉孝 175-22-401 田濃邦彦 172-22-506 松澤俊行

160-22-001 村越真

3231 愛知県1 159-23-100 松橋徳敏 172-23-174 大野聡生 176-23-158 山口尚宏

3251 滋賀県1 166-25-001 玉木圭介 173-25-001 市橋卓 152-25-001 平島俊次 172-25-001 木俣順

3271 大阪府1 168-27-001 永瀬真一 178-27-080 平山友啓 178-27-277 白川努 164-27-017 大林俊彦

154-27-013 愛場庸雅

3811 北海道・秋田県・岩手県1179-01-044 熊谷智之 174-05-001 山下友宏 171-03-002 中里勝彦 170-01-004 山田健一

3861 福岡県・広島県1 172-40-022 吉村年史 164-34-045 山本賀彦 271-40-017 半田博子

チームNo. 都道府県 競技者登録番号 登録選手 補欠登録選手
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ＷＳ  女性シニア選手権クラス

3611 埼玉県1 259-11-107 高野由紀 277-11-235 植松彩 260-11-035 渡辺加与美 281-11-136 皆川美紀子

250-11-001 高村陽子

3621 千葉県1 284-12-009 千葉妙 263-12-001 宮本知江子 260-12-001 山川順子

3831 長野県・群馬県1 266-20-065 田中拓美 274-20-044 高橋美和 250-10-062 植松裕子

ＭＪ  男性ジュニア選手権クラス

5021 青森県1 198-02-701 水木天都哉 199-02-715 小山内亜楽 199-02-714 山口剛志 199-02-714 野呂優月

5031 岩手県1 196-03-810 周藤裕 196-03-808 高橋郁磨 196-03-803 三浦望 196-03-802 宍戸伸弥

5071 福島県1 195-07-808 瀧本優貴 195-07-810 武藤祐輝 195-07-801 渥美駿 196-07-805 高松涼

5072 福島県2 196-07-801 結城慧亮 197-07-811 丹治洸太郎 197-07-805 小田切佑樹

5101 群馬県1 195-15-805 小柏景司 295-14-808 櫻井彩菜 197-10-801 児玉涼太

5111 埼玉県1 197-14-804 清水俊祐 196-14-805 深野広大 196-14-821 西下遼介

5121 千葉県1 195-13-831 平山遼太 196-12-001 宮本樹 196-23-819 佐藤遼平

5131 東京都1 101-13-011 折橋旺 101-13-012 金子隼人 100-13-677 市川智基

5141 神奈川県1 195-14-817 上島浩平 195-13-826 竹内元哉 195-14-808 吉澤雄大 198-14-365 金子孝太

5142 神奈川県2 199-14-379 鈴木裕太 100-14-385 吉岩駿祐 100-14-386 長谷川将也

5151 新潟県1 196-15-808 石井大成 195-15-823 小松宗一郎 196-15-802 青田正樹

5152 新潟県2 295-15-801 鈴木友紀乃 197-15-801 池田直人 296-15-802 佐久間文香

5221 静岡県1 195-22-808 吉井謙太 196-22-804 瀧下真一 195-22-809 齋藤駿 196-14-802 伊藤樹

5231 愛知県1 195-23-815 堀尾健太郎 197-23-820 三浦一将 195-23-817 南河駿

5232 愛知県2 100-23-006 祖父江有祐 196-13-861 種市雅也 196-23-818 岡本洸彰

5233 愛知県3 100-23-014 羽藤大晴 196-23-801 西嶋就平 199-23-107 梅本航聖

ＷＪ  女性ジュニア選手権クラス

5531 岩手県1 296-03-801 小林美早紀 296-03-804 畑中志乃 296-03-807 澤口未来

5611 埼玉県1 296-13-819 加藤めぐみ 296-13-818 村山友梨 296-14-814 和田あゆみ 296-11-212 山岸夏希

5621 千葉県1 296-12-804 香取菜穂 296-12-805 稲垣秀奈美 296-12-803 森谷風香

5641 神奈川県1 295-14-811 三浦やよい 296-13-816 立花和祈 296-14-801 村田茉奈美

5721 静岡県1 296-22-801 伊藤奈緒 296-13-802 中島緑里 296-22-803 玉木沙羅々

5731 愛知県1 296-23-804 横山結女 295-23-810 星野詩歩 295-23-808 藤井菜実

ＭＶ  男性ベテラン選手権クラス

6071 福島県1 163-07-025 宗形竜憲 158-07-024 七宮勝広 156-07-026 永井栄寿 165-07-010 廣田雅幸

6072 福島県2 151-07-006 加藤一郎 149-07-041 堀切秀敏 165-07-042 久保田宏彰

6101 群馬県1 163-10-045 井口良範 157-10-097 松島謙一 148-10-014 小嶋慎一

6111 埼玉県1 163-11-098 福田雅秀 160-11-122 齋藤英之 154-11-075 奥山景得 160-11-124 福原正三

151-11-258 小林二郎

6121 千葉県1 161-12-001 小林岳人 158-12-002 小山清 160-12-003 斉藤和助 151-12-001 石井龍男

163-12-004 宮本幸治

6131 東京都1 163-13-049 梅林正治 158-13-327 二木誠 153-13-082 天明英之

6132 東京都2 155-13-051 荒井正敏 160-13-078 大町宏志 165-13-037 菅原琢

6141 神奈川県1 161-14-008 茅野耕治 164-14-014 小泉辰喜 161-14-240 下山敬史

6151 岐阜県1 147-21-044 鹿野勘次 161-21-040 牧ヶ野敏明 153-21-001 橋本八州馬 149-21-012 中田茂夫

6221 静岡県1 166-22-202 滝正晴 166-22-003 鈴木正文 162-22-214 中島克行 165-22-501 田代雅之

160-22-001 村越真

6231 愛知県1 154-23-026 土屋晴彦 159-23-245 宮崎敦司 159-23-211 角岡明 159-23-068 新帯亮

159-23-100 松橋徳敏

6261 京都府1 165-26-289 大岩正裕 166-26-063 小野田敦 166-26-010 棚山研 148-26-119 古川勝美

140-26-054 久保喜正

6271 大阪府1 164-27-017 大林俊彦 154-27-013 愛場庸雅 159-27-152 井上仁 146-27-049 前田春正

146-27-118 寺田保

6272 大阪府2 164-27-107 辻村歩 163-27-105 山根祥延 161-27-212 飛松淳一

6301 和歌山県1 161-30-001 楠見耕介 152-30-001 斎藤久雄 162-30-001 坂本忠

ＷＶ  女性ベテラン選手権クラス

6611 埼玉県1 241-11-066 加藤伶子 248-11-092 海野とみ子 261-11-123 齋藤まどか 250-11-001 高村陽子

ＸＶ  スーパーベテランクラス

7111 埼玉県1 150-11-031 海老沢正 151-11-258 小林二郎 147-11-272 橘直隆 250-11-001 高村陽子

7112 埼玉県2 141-11-040 田中博 139-11-111 小笠原揚太郎 140-11-091 海野忠秋

7121 千葉県1 150-12-001 大塚校市 143-12-001 鈴木榮一 151-12-003 鈴木正夫 263-12-001 宮本知江子

260-12-001 山川順子

7131 東京都1 149-13-573 上田俊雄 130-13-297 高橋厚 266-13-089 杉本真木

7141 神奈川県1 144-14-007 伊藤清 149-14-169 関野賢二 142-14-326 河村健二

7221 静岡県1 256-22-001 村越久子 143-22-505 小橋至 265-22-207 中島真里

7231 愛知県1 143-23-113 小幡昭次 148-23-104 尾和薫 147-23-011 粟野義明

7232 愛知県2 141-23-119 新見守 146-23-107 小野盛光 141-23-016 岡野英雄

7821 岩手県・福島県1 147-03-194 菅原健一 146-03-281 高橋千代司 149-07-028 小林宗雄

7851 大阪府・兵庫県1 146-27-049 前田春正 139-28-001 尾上俊雄 149-28-001 永田実 146-27-118 寺田保

ＸＪ  スーパージュニアクラス

5231 愛知県1 102-23-009 深石大 102-23-003 石神孝樹 101-23-022 森清星也

チームNo. 都道府県 競技者登録番号 登録選手 補欠登録選手
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M-L 901 滋賀県OL協会 梅本匠 木俣順 稲田元樹 W-L 921 福岡県 佐久間千恵子 高取千佳 樋口みゆき

M-L 902 超静岡県 赤井秀和 滝正晴 高野純一 W-L 922 チームエンジェル 保坂拡香 尾形奈津季 針生佳奈

M-L 903 マダタスカル 青芳龍 菅原晨太郎 種沢遼太郎 W-L 923 宮女 佐藤未彩 一宮菜津美 三好花奈

M-L 904 芋煮なう 北見匠 久米悠介 長岡凌生 W-L 924 うっぴー親衛隊 高橋友理奈 高橋ひなの 伊佐野はる香

M-L 905 セカイノオバケ 八重樫篤矢 小塩健介 谷口惠祐 W-L 925 北海道女子 酒井佳子 堀口奈保 島貫なつみ

M-L 906 インカレ走り隊 村杉英昭 乙部博章 橋本航汰

M-L 907 ヤッカイより厄介 高野柾人 清水敬太 滝川真弘 M-S 931 愛知県補欠チーム 新帯亮 前田裕太 角岡明

M-L 908 鳥居被害者の会 鳥居洸太 高橋駿 斎藤滉弥 M-S 932 茨城-一般 今泉正喜 藤井範久 石松純

M-L 909 豆まきサークル 福永貴弘 佐藤誠也 井上雄斗 M-S 933 ゲンQN 邊見侑也 古屋洸 波多野僚

M-L 910 ふくだい 塚澤謙士郎 相馬智敦 庄司大輔

M-L 911 岩手A 佐々木克海 石澤衛 藤田宇 W-S 941 脱無農 伊東加織 青代香菜子 川又美南

M-L 912 岩手B 高橋稔弥 石原拓己 高橋勇矢

M-L 913 岩手・秋田連合 久米航 樋口広樹 山下友宏 Mix-L 951 ビストロ&サラダ 大塚駿 上野渉 臼井沙耶香

M-L 914 山田高志 山田高志 山田高志 山田高志 Mix-L 952 岩手・山形連合 小野萌 宍戸伸弥 多田智美

No. チーム名クラス 選手名 No. チーム名クラス 選手名

１６ 一般クラスエントリーリスト 
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---メモ--- 
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