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第 28 回全日本リレーオリエンテーリング大会 

プログラム 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

茨城県マスコット「ハッスル黄門」（2019 年 3月 31日隠居） 

開催期日 令和元年 12 月 8 日（日） 雨天決行・荒天中止 

競技場所 茨城県笠間市 佐白山麓・笠間芸術の森公園， 

競技会場 笠間芸術の森公園 イベント広場 

主  催 公益社団法人日本オリエンテーリング協会（JOA） 

主  管 茨城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・体力つくり事業財団、公益財団法人日本スポーツ協会、 

茨城県、茨城県教育委員会、笠間市、笠間市教育委員会 

協  力 笠間芸術の森公園 

 

 

協  賛  
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１ 大会役員 

大会名誉会長 大井川 和彦  （茨城県知事） 

大会名誉副会長 山口 伸樹  （笠間市長） 

大会名誉副会長 狩野平左衛門岳也 （茨城県オリエンテーリング協会会長） 

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 愛場 庸雅  （公益社団法人日本オリエンテーリング協会副会長） 

大会副会長    大里 真理子（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 

実行委員会 飯島 敬一 （茨城県オリエンテーリング協会理事長） 

運営責任者 黒羽 和之 （茨城県オリエンテーリング協会） 

運営副責任者 郡司 順  （茨城県オリエンテーリング協会） 

競技責任者 小林 重信  （茨城県オリエンテーリング協会） 

競技副責任者 藤井 範久  （茨城県オリエンテーリング協会）             

コース設定者 稲田 優幸  （茨城県オリエンテーリング協会） 

スタッフ 

上野山 禎造、大場 潤子、川崎 翔、黒坂 進、斎藤 早生、齋藤 貴之、佐々木 良宜、

諏訪 一弥、永井 直樹、永井 夕里子、中澤 寛典、西名 慧史、西名 紗織、仁野平 拓、

濱 高廣、宮本 忠雄、矢代 正孝、八尋 弓枝、山口 正夫、山口 房亮 

 

スタッフ（JOA） 

髙村 卓、小野 賢二、友田 賢吾、髙村陽子   （順不同） 

 

イベントアドバイザー 仁多見 剛（埼玉県オリエンテーリング協会） 
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３ スケジュール 

12 月 5 日（木） 

 12：00 選手権クラス走順票 提出締切（必着、厳守） 

12 月 7 日（土） 

トレーニングイベント：茨城県笠間市 北山公園 野球グラウンド 

全日本リレー前日ミドル大会 

10：00 ～ 14：30  （13：30 スタート閉鎖） 

開会式・テクニカルミーティングほか 

 開会式会場: 笠間公民館 大ホール （茨城県笠間市石井 2068-1） 

12：00 全日本リレー大会受付開始（17:00 まで）、入場開始 

13：00 ～ 14：00 JOA 対話集会 ［ガバナンスコードについて］(村越真) 

14：00 ～ 14：15  MTBO 世界選手権報告会(阿部陵) 

14：15 ～ 14：30 報告会スキーオリエンテーリング(木村佳司) 

14：40 ～ 14：50 JOA 功労者表彰 

15：00 ～ 15：30 開会式 

15：40 ～ 16：30 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） 

12 月 8 日（日） 

 第 28 回全日本リレーオリエンテーリング大会 

会場: 笠間芸術の森公園 イベント広場 

8：30 開場 

8：40 追加受付 （～9:40） 

 9：30 一般クラス走順票 提出締切 

10：00 競技説明・デモンストレーション 

10：30 選手権 ME、WE クラス １走スタート 

10：40 選手権 MS、WS、MJ、WJ、MV、WV、XV、XJ クラス １走スタート 

10：50 一 般 一般男子、一般女子、MIX-L、MIX-S クラス １走スタート 

13：40（予定） 繰り上げスタート 

13：50（予定） 表彰式（順位決まり次第） 

15：10 フィニッシュ閉鎖 

15：10（予定） 閉会式 

 

問い合わせ先 （12 月 6 日まで） 

公益社団法人 日本オリエンテーリング協会 全日本リレー大会係  

TEL ： 03-5843-1907  FAX ：03-5843-1913  E-mail ： entry@orienteering.or.jp 

 

大会前日及び当日（12 月 7 日、8 日）の問い合わせ先、緊急時の連絡先 

 080-4321-7991 (大会本部) 

 

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/2019/ ）に当日 7:00

までにその旨を掲載する予定です。 

なお、大会中止の場合でも、参加料の返金は行ないません。ご了承ください
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  祝   辞 

 

スポーツ庁長官  

     鈴木 大地  

 

 

 

はじめに、今般の自然災害によって、お亡くな

りになられた方々に、深く追悼の意を表しますと

ともに、御遺族と被害に遭われた皆様に心からお

見舞い申し上げます。 

 

第 28 回全日本リレーオリエンテーリング大会

が、茨城県にて盛大に開催されますことを、心か

らお祝い申し上げます。 

 

 本大会は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、地図を片手に自然の中を走り抜け、

タイムを競い合うことを目的として開催される、

生涯スポーツの振興に寄与する上で大変意義深い

ものです。 

 

スポーツ庁では、今後数年間にわたる大規模国

際大会の開催を絶好の機会と捉え、生活の中に自

然とスポーツが取り込まれている「スポーツ・イ

ン・ライフ」という姿を目指し、スポーツを通じ

た健康増進や地域活性化といったスポーツ振興に

係る様々な施策に取り組んでいます。 

 

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

を信じて最後まで諦めることなく、地図を読み、

ゴールを走り抜けてください。また、今後ともオ

リエンテーリングをはじめとするスポーツを楽し

んでいただき「スポーツ・イン・ライフ」を多く

の仲間と共に実践し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。 

 

 

 

ご 挨 拶  

 

茨城県知事  

大井川 和彦  

 

 

 

2019 年度 第 28 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

お慶び申し上げますとともに、本県にお越しいた

だいた皆様を心から歓迎いたします。 

 

オリエンテーリングは、地図とコンパスを頼り

に、森や公園等に設置されたチェックポイントを

順番に回り、そのタイムを競うスポーツです。ま

た、年齢や技術レベルに合ったコースを選択する

ことができ、幅広い世代の方々が楽しめるスポー

ツでもあります。 

 

今年、本県では 45 年ぶりの開催となる国民体

育大会「いきいき茨城ゆめ国体」が開催され、県

内全ての市町村において熱戦が繰り広げられまし

た。大会では、オリエンテーリングも、デモンス

トレーションスポーツとして実施され、家族連れ

など多くの方々に楽しんでいただきました。 

 

このような中、全国各地から多くの選手をお迎

えして本大会が開催されますことは、本県におけ

るオリエンテーリングの普及、発展はもとより、

地域に根ざした生涯スポーツの推進に寄与するも

のであります。 

 

選手の皆様には、日頃の練習の成果を存分に発

揮するとともに、オリエンテーリングを愛好する

仲間との交流を深め、思い出に残る素晴らしい大

会となりますことを期待しております。 

 

結びに、大会開催にご尽力をいただきました公

益財団法人日本オリエンテーリング協会をはじめ、

関係者の皆様に深く敬意を表するとともに、大会

のご成功を心からお祈りいたしまして、あいさつ

といたします。 
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歓迎のあいさつ 

 

      笠間市長 

      山口 伸樹 

 

 

 

ここ笠間市において、第 28 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

とを心からお慶び申し上げますとともに、県内外

からお越しいただいた選手の皆様、大会関係者の

皆様を心より歓迎申し上げます。 

 

本市は茨城県のほぼ中央、首都圏から 100km、

県都水戸市に隣接し、北西部は八溝山系の山々、

南西部には愛宕山が位置し、北西部から東南部に

かけおおむね平坦な台地が広がり、本地域の中央

を涸沼川が流れ、緑豊かな自然環境に囲まれた穏

やかな里山と農村部に囲まれた田舎町の風景が広

がるまちであり、毎年県内外から多くの方々が訪

れています。 

 

今秋に茨城県内において全国最大のスポーツの

祭典である、天皇陛下御即位記念 第 74 回国民体

育大会「いきいき茨城ゆめ国体」が開催され、

「2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大

会」の開催が近づき、全国的にスポーツへの関心

が高まりをみせています。そして今大会の開催を

機に、スポーツが日常生活の中に溶け込み、多く

の人々の生活にさらなる喜びと潤いをもたらすこ

とを大変うれしく思います。 

 

出場されます選手の皆様には、これまで培って

こられた知力、体力、技術を存分に発揮されると

ともに、笠間市の自然を満喫していただきながら

選手同士の交流も深められ、思い出多き大会とな

りますことを祈念申し上げます。 

 

結びに、本大会の開催にあたりご尽力いただき

ました大会関係者の皆様に深く敬意を表しますと

ともに、選手の皆様のご健闘と、本大会のご成功

を心から祈念申し上げ、歓迎のことばといたしま

す。 

 

 

 

 

 主催者あいさつ 

  

（公社）日本オリエン 

テーリング協会長 

     山西 哲郎 

                       

  

第 28 回全日本リレーオリエンテ―リング大会

は令和の最初の大会。私たちオリエンテーリング

を愛する者は、この大会を契機に新しい感動を持

ってプレイをしましょう。 

この大会は、個人スポーツ競技であるオリエン

テーリングは、リレー競技であり、年齢別もある

全国都道府県対抗だけに、国体のように熱気にあ

ふれた競技が今回も展開されること思います。 

 本年も全国から多くのオリエンテーリング・ア

スリートの方々に参加していただき、主管の茨城

県オリエンテーリング協会とともに主催者として

歓迎と感謝をいたします。 

  

本会場の笠間市は関東平野の北限にあり、その

山麓が会場になっています。テレインは、斜面が

急な山塊エリア、小さい丘陵エリアと公園エリア

とそれぞれ特性ある地形だけに、走るスピードや

フオームをその場に応じてコントロールするスキ

ルが重要になってきます。そして、チームのメン

バーと論じれば、個人よりもっと高度なスキルや

力を発揮できるでしょう。 

  

本年の 8月にはアジアジュニア選手権が行われ、

2021 年には兵庫県でワールドマスターズの開催

と、世界と日本の距離が近く国際的なつながり強

く、我が国のレベルアップとなる絶好に機会です。

そのことは今年のラグビー・ワールドカップの成

果によって教えられました。そこで、国内から国

外のアスリートへとつながり、活性化になるよう

に進めていきたいとＪＯＡから呼びかけます。 

  

最後に、県や近隣のオリエンテーリング協会の

企画、運営のご尽力にお礼を述べ、また、本大会

の開催をご理解と支援をいただいているスポーツ

庁をはじめ、地元の関係者に感謝をいたします。 
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茨城県 

 オリエンテーリング協会 

会長 狩野平左衛門岳也 

 

 

茨城県にようこそ！ 

第 28 回全日本リレーオリエンテーリング大会

参加の選手の皆様、そして関係団体の皆様に心よ

り感謝いたしますとともに、歓迎申し上げます。 

 

我が茨城県は北関東といえども東京から近く、

交通の便も電車飛行機等アクセスはとてもいい地

域であります。お米をはじめ、メロン、レンコン、

サツマイモ、栗、梨、イチゴなど美味しい食べ物

も豊富であり、関東平野で四季折々の季節変化も

豊かで恵まれている茨城県ではありますが、なぜ

か全国魅力度 7 年連続 10度目の最下位 47位とい

う結果に終わっております。この結果は、茨城県

民にも責任ありますが、茨城県に来てくれた皆様

へのおもてなしをはじめ、茨城の魅力発信力が低

い事ではないかと思います。 

 

今回の大会では、日ごろの成果を存分に発揮し

ていただくのはもちろんですが、筑波山等を見て

の茨城地形を楽しむとともに、芸術文化にも触れ

ていただきながら、笠間地域の良さ、茨城県の魅

力をぜひ全国の皆様に発信していただけると幸い

です。 

 

結びに、本大会の開催にあたりご尽力いただき

ました笠間市の皆様、大会関係者の皆様に深く敬

意を表しますとともに、選手の皆様のご健闘と、

本大会のご成功を心から祈念申し上げ、歓迎のこ

とばといたします。 
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５ 会場等交通案内（受付時に配布する紙版プログラムより詳しいものに修正されています） 

自家用車による来場 

常磐高速自動車道 友部 JCT 経由 

北関東自動車道 友部 I.C.から国道 355 号を笠間方面へ約 5km・15 分 

会場まで北駐車場から約 200ｍ 
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公共交通機関による来場 

（1）競技会場（笠間芸術の森公園）へ、公共交通＋徒歩で行くには 

 かさま観光周遊バス「工芸の丘・陶芸美術館」下車。 

・ＪＲ常磐線「友部駅」から、約１０分 

・ＪＲ水戸線「笠間駅」から、１５分 

JR 水戸線「笠間駅」より約 2.1km。徒歩 30 分 

 

（2）開会式会場（笠間公民館）へ、公共交通＋徒歩で行くには 

・ＪＲ水戸線「笠間駅」から、徒歩約２０分 
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(3)トレーニングコース 

 トレーニングコースの開設はありませんが、全日本リレー前日の開会式の前に、隣接するテレインで

ときわ走林会が主催する「全日本リレー前日ミドル大会」が開催されます。 

URL：https://japan-o-entry.com/event/view/354 

 

(4) 会場駐車場周辺の案内 

競技会場周辺には、駐車場、ウォーミングアップエリア、立ち入り禁止エリアがあります。 

 

 

 

駐車場のご利用について  

・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 

・自家用車及び貸切バスは、北駐車場に駐車してください。 

・駐車場内では、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。 
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(5)競技会場・本部周辺の案内 

会場周辺（概要） 

 

会場周辺（詳細） 
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６ 走順票の提出 

選手権クラス 

・提出期限 12月5日（木）正午必着厳守  

・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。）  

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 

 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 4階  

（公社）日本オリエンテーリング協会 

      「全日本リレー」係  

FAX 03-5843-1913 

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、大会当日9

時30分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

競技に出場できません｡ 

 

一般クラス 

・提出期限 12月8日（日）午前9時30分 

・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 

トレーニングコースの開設はありませんが、全

日本リレー前日の開会式の前に、隣接するテレイ

ンでときわ走林会が主催する「全日本リレー前日

ミドル大会」が開催されます。 

URL： 

https://japan-o-entry.com/event/view/354 
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８ 開会式・テクニカルミーティングなど 

日時：12月7日（土） 12時 ～ 16時30分 

会場：笠間公民館 大ホール 

・大ホール内は全面禁煙、飲食禁止です。 

・都道府県単位でお座りください｡ 

 

【タイムテーブル】 

12:00～16:00 受 付（大ホール入口） 

・都道府県(一般クラスはチーム)単位で受付し、

配布物を渡します。 

・配布物の内容は、地図の入った半透明の密封

されたポリ袋とEカード、ナンバーカードをチ

ームNOごとにチャック付きポリ袋に入れてい

ます。さらにそれを都道府県(一般クラスはチ

ーム)単位で袋に入れ渡します。 

・競技用地図の入った密封された半透明のポリ

袋は、スタート梓に入るまで絶対に開封しな

いでください。開封が判明した場合は失格と

なります。 

・また、袋の外からクラス、チーム名、走順が

わかるようになっていますので確認して、間

違いがあった場合には受付まで持ってきてく

ださい。 

・欠席のチームがある場合は、その分を袋のま

ま受付に返却してください。 

 

13:00～14:00 対話集会(進行：村越真) 

/ガバナンスコードについて 

14:00～14:15  MTBO世界選手権報告会(阿部陵) 

14:15～14:30  報告会スキーオリエンテーリング 

       (木村佳司) 

14:40～14:50 JOA功労者表彰  

15:00～15:30 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、神奈川県 

・選手宣誓 

・都道府県選手団紹介 

15:30～16:30 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。 

競技責任者 小林 重信 

E-mail：kobayashis@lake.ocn.ne.jp 

12月5日（木）までにお願いします。 
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９ 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 

地図：「佐白山麓」 

 ※「笠間星ノ宮」（ときわ走林会2006年作成、

東大OLK2015年修正）のリメイク 

縮尺 1:10,000 (ME、WE、MS、WS、MJ、WJ、XJ、

MIX-L、MIX-S、一般男子、一般女子) 

縮尺 1: 7,500 (MV、WV、XV) 

等高線間隔 5m 

図式：ISOM2017準拠 

A4判、カラープリンタ印刷、ポリ袋封入済   

地図記号凡例掲載なし 

特殊記号 

 ×（黒）：小さな祠、公園内のオブジェ 

地図調査 

宮西 優太郎、藤井 範久（調査期間 2019年8

月～11月） 

 

競技用地図の配布 

大会前日の開会式会場受付、および大会当日の

受付会場にて、競技用地図とEカード（EMIT社電子

式カード）、ゼッケン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

で袋ごと返却下さい。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。 

 

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 

 テレイン「佐白山麓」は会場である笠間芸術の

森公園の北～北東に位置する山塊と、山塊と公園

を繋ぐ林道、耕作地、公園内から成る。斜面は概

して急で、植生によっては見通しが悪く、スピー

ドを出しにくい部分も存在する。しかし、一部見

通しの効く走行可能度の高い林も存在しており、

エリア毎に適切なナビゲーションとスピードの切

り替えが求められるテレインと言えるでしょう。 

 

競技上の注意点 

 競技中に、自動車が通る道路を複数回横断する、

または道路沿いに走ることがあります。競技役

員を配置するところもありますが、各自で十部

運に安全を確認して横断、走行してください。

また道路と歩道を分ける縁石にも注意してく

ださい。 

 競技テレインの一部には、一般来園者もいます。

衝突などしないよう、注意してください。 

 

コース情報 

＜変更時にはテクニカルミーティングで発表する

とともに、公式掲示板に掲出します＞ 

 

ｸﾗｽ    距離 登高 優勝設定時間 競技時間 

【選手権クラス】 

ME    5.6km       320m  135 分   270 分 

WE    4.8km      235m  120 分   240 分 

MS    5.1km      255m   135 分   270 分 

WS    4.6km    215m  120 分   240 分 

MJ    4.6km    225m  135 分   270 分 

WJ    3.6km    135m  120 分   240 分 

MV    3.8km    135m  135 分   270 分 

WV    3.7km      135m  120 分   240 分 

XV    3.7km      135m  120 分   240 分 

XJ    3.6km      135m   80 分    240 分 

【一般クラス】 

一般男子   5.1km   255m   135 分   240 分 

一般女子   4.6km  215m  120 分   240 分 

MIX-L      3.7km  130m   90 分   240 分 

MIX-S     3.6km  135m   80 分   240 分 
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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。 

変更の場合はテクニカルミーティング会場で発

表するとともに、公式掲示板に掲出します。 

全クラスとも会場内にあるスペクテイターズレ

ーンを通過します。スペクテイターズレーンは、

いずれのクラスもコース上の約90％の位置にあり、

競技者の通過を確認できます。 

テレイン内に、給水所は設けません。ただし、

スペクテイターズレーンでチームメンバーから給

水をうけることは、禁止しません。 

 

コースコンセプト 

 テレインの特徴である急峻な地形、一部の緩や

かな地形、ランナーを阻むであろう植生を利用し

ながらも、リレーらしいスピーディーな展開が期

待できるコースを用意した。リレー特有の競り合

う展開の中で、与えられる課題に応じた適切なプ

ラン・ルート選択、その実行が求められる。強い

メンタルとタフネスでテレイン「佐白山麓」に挑

んでもらいたい。 

 

服装・シューズ 

特に制限はありませんが、身体の露出の少ない

服装を推奨します。 

 

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。全クラスともに、主管者が配布するE

カードを使用します。個人所有のEカードの使用

はできません。 

・各チームに第1～第3走者用Eカード 3枚を地図

とともに封筒に入れて配付します。Eカードの使

い回しは認めません。各選手は自分のチーム・

クラス・走順が記載されたEカードを必ず使用し

てください。指定以外のEカード（他の選手のE

カードや個人所有のE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8,000 

円を申し受けます。 

・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。 

・全ての選手はスタート枠、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

は係員に申し出てください。 

・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

ラベルに記録に残りません。バックアップラベ

ルの装着を確認ください。 

・Eカード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、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、

その後再び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、安全ピンは主催者

側で用意しませんので、各チームで準備してくだ

さい。 



－14－ 

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28回全日本リレーオリエンテーリング大会 

ME 茨城１ 

10811 
 

 

 

 

 

 

 

 

・クラス番号(1桁目)：1 ME、2 WE、3 MS/WS、 

4 XJ、5 MJ/WJ、6 MV/WV、7 XV 

・都道府県番号(2・3桁目)：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(4桁目)：複数チームの区別(1チーム

の場合は1、10チーム目は0) 

・走順番号(5桁目)：走順 

 

[一般クラス] 

 

第28回全日本リレーオリエンテーリング大会 

 MIX-L ﾁｰﾑ名 

8011 
 

 

 

 

 

 

・クラス番号（1桁目）：8 

・チーム番号（2・3桁目）：固有の番号 

・走順番号（4桁目）：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

する規則」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

15:10です。ただし、成績速報に対する調査依頼は、

速報発表後30分以内です。 

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。 

 

ドーピング検査について 

1. 本競技会は日本アンチ・ドーピング規程に基づ

くドーピング・コントロール対象大会です。 

2. 本競技会参加者は、日本アンチ・ドーピング規

程に従わなければなりません。 

3. ドーピング検査の対象となった本競技会参加

者は競技役員の指示に従って検査を受けなけれ

ばなりません。なお、身分証明のため、本競技

会参加者は学生証・運転免許証等、写真により

本人確認ができるものを持参して下さい。 

4. 本競技会参加者は、本競技会において行われる

ドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問わ

ず）を拒否又は回避した場合、検査員の指示に

従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によ

りドーピング検査手続を完了することができな

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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かった場合等は、アンチ・ドーピング規則違反

となる可能性があります。アンチ・ドーピング

規則違反と判断された場合には、日本アンチ・

ドーピング規程に基づき制裁等を受けることに

なるので留意して下さい。 

5. 競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象

となった競技者は、採血のため、競技/運動終了

後 2時間の安静が必要となるので留意して下さ

い。 

6. 日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容および

ドーピング検査については、JADAのウェブサイ

ト（http://www.playtruejapan.org）にて確認

して下さい。 

 

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。 

開会式会場および競技会場に設けます。 

 

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、順次野外ステージ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、競技時間内で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。 
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１０ 当日の流れ 

（1）受付・更衣・競技会場：イベント広場 

（開場は8：30） 

・青空会場です。 

・イベント広場において、前日に引き続き受付を

おこないます。 

・イベント広場は全面禁煙です。 

・荷物置場は、イベント広場内に設置します。譲

り合ってご利用ください 

・女子更衣所：イベント広場内に設置します。 

・テント、タープの設営は可能です。 

・テント、タープの撤去後は、清掃及び原状回復

をお願いします。 

・トイレは、会場内に２カ所あります。 

・レース後のシューズ等は、帰宅後に洗うように

して、会場内の水道を使用しないでください。 

 

（2）受 付 

9：00～9：45 

・前日の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（Eカード、競技用地図（封入済み）、ナ

ンバーカード及びその他大会に関する情報等）

を、受付で受け取ってください。その際、参加

しないチームがあれば、その地図とEカードは受

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

って下さい。 

・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、イベント広

場周辺とします。一般の公園利用者もいますの

で、気を付けて行ってください。 

 

（4）競技説明・デモンストレーション 

 10：00～10：15 

・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、スペクテイターズレーン、

最終コントロールから中継のそれぞれの動き）

のほか特に注意する点などを説明します。 

 

（5）第1走者のスタート召集 

 10：20、10：30、10：40 

・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、野外ス

テージ前の広場になります。 

・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、アクティベートユ

ニット（スタートユニット）でEカードの反応チ

ェックを必ず行ってください。反応しない場合

は係員にお知らせください。 

・スタートエリアに入ったら、係員の指示に従っ

て横1列に整列し、係員の点呼を受け、そのまま

待機してください。 

・スタート係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、スタート係員が回収し

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。スタートまでに紙テープを外

すと失格になります。 

 

（6）スタート 

10：30 ME／WE  

10：40 MS／WS／MJ／WJ／MV／WV／XV／XJ 

10：50 一般クラス 

・号砲により一斉スタートです。 

・スタート地区での整列順は、テクニカルミーテ

ィングで発表します。 

・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。狭いところでは他の

人と接触しないよう注意してください。 

 

(7)給水所 

・テレイン内に、給水所は設けません。ただし、

スペクテイターズレーンでチームメンバーから

給水をうけることは、禁止しません。 

 

（8）中間通過情報 
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・全コースにおいて、フィニッシュの3-5分前に会

場横を通過します。 

・通過情報の放送を行うことがありますが、すべ

ての選手に対して行うものではありません。次

走者への通過情報の伝達は各チームで行ってく

ださい。 

 

（9）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

の動向はコース終盤のスペクテイターズレーン

および最終コントロールからの誘導レーンで確

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、スタートユニットで E

カードの反応チェック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

了しスタートするまで外すことはできません。

外した場合は失格となります。 

・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

リ袋を破いてしまった場合には枠外に出ること

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

係員の指示に従い、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。 

・中継を終えた前走者はそのままフィニッシュユ

ニットでパンチしてください。その時刻が中継

時刻として処理されます。 

・中継は、繰り上げスタート時刻をもって終了と

なります。 

・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カード紛失の場合は本部に必ず申告してくださ

い。 

 

（11）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カードをフィニッシュユニ

ットにはめ込んでください。その後係員に地図

を渡し、誘導に従って Eカード読み取りユニッ

トにEカードを置いてください。すべてのEカー

ドをここで回収します。 

・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。フィニッシ

ュラインの通過後はフィニッシュユニットにパ

ンチするまで順番を変えないで下さい。 

・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カード紛失の場合は本部に必ず申告してくださ

い。 

 

（12）繰上げスタート 13：40（予定） 

・13：40（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。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13：30（予定）に次走者待機枠に集

合してください。 

・繰り上げスタート直前まで、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。 

・13：40（予定）の号砲により一斉スタートして

ください。 

・繰上げスタート以降中継所を閉鎖します。 

 

（13）成績速報  

・競技会場内において、全クラスの速報を掲示し

ます｡ 

 

（14）競技終了  

・15：10にフィニッシュを閉鎖します｡ 
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・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）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

定したクラスから、順次競技会場野外ステージ

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、15：10（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。 

 

（16）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付近で

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。全コントロール図700円です（会員サポート

寄付含む）。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。 
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１１ 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に

は救助に協力し、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。 

・競技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。 

・救急車の要請は、大会本部を通じて行いますの

で、本部または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。 

 

(4)旧マップ 

「笠間星ノ宮」（ときわ走林会2006年作成）、「笠

間星ノ宮～叢雲～」（東大OLK2015年作成）があ

ります（「佐白山麓」は「笠間星ノ宮」の部分

地図）。当日、大会参加者の会場への当該地図

の持ち込みを禁止します。 

  

(5)販売行為について 

・本大会では、物品販売などの販売行為はすべて

許可制となっています。許可を得た個人・団体

は専用エリアを設けますので、そのエリアで販

売を行ってください。なお、すでに販売行為の

申請は締め切っています。 

 

・なお、今後の大会の受付については、アリーナ

内に机を用意しますので利用してください、申

請は不要です。 

 

(6)売店について 

・本大会では、飲食物の販売は行いません。 

・飲料の自動販売機は、公園内にあります。 

  

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    これからの全日本大会予定 

  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

2019年度 

 ３月 第１５回全日本トレイルＯ大会 東京都 

 

2020年度 

 全日本大会ロング・ミドル 長野・山梨県 

 全日本スプリント       東京都 

 全日本リレー         鹿児島県 11／7-8 

来年度の日程については、確定次第ＨＰ等にて公   

開させて戴きます。 
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１２ 選手団一覧 

 

１３ 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 山田　健一 熊谷　智之 2 1 1 4

03 岩手県 03　53 日下　雅広 三澤　儀男 3 1 2 1 7

04 宮城県 04 高橋　友理奈 伊佐野　はる香 3 1 4

07 福島県 07 渡辺　研也 渡辺　研也 3 1 1 1 6

08 茨城県 08　58 寺垣内　航 八神　遥介 3 1 1 4 2 11

09 栃木県 09 荻田　育徳 松尾　怜治 1 1

10 群馬県 10　60 津金沢　民男 小野澤　清楓 1 1 1 1 1 1 6

11 埼玉県 11　61 木村　耕平 皆川　美紀子 2 2 2 1 2 2 1 1 2 15

12 千葉県 12　62 平山　遼太 平山　遼太 1 1 1 2 2 2 9

13 東京都 13　63 杉本　光正 杉本　光正 5 1 2 1 2 4 1 1 2 19

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

15 新潟県 15　65 丸山　則和 古田島　貴之 2 1 1 1 1 6

19 山梨県 19 小山　温史 近藤　康満 1 1 2

20 長野県 20 木村　佳司 田中　悠 2 2

21 岐阜県 21 中田　茂夫 広江　淳良 1 1 1 3

22 静岡県 22　72 田濃　邦彦 松澤　俊行 3 1 2 1 1 1 9

23 愛知県 23　73 新帯　亮 菅谷　裕志 3 2 1 3 2 1 2 1 15

24 三重県 24 谷　秀司 谷　秀司 1 1

25 滋賀県 25 木俣　順 木俣　順 1 1

26 京都府 26　76 古川　勝美 石黒　文康 2 1 1 2 6

27 大阪府 27 愛場　庸雅 辻村　歩 1 1 2 4

28 兵庫県 28　78 永田　実 永田　実 1 1 1 1 1 5

29 奈良県 29 布施谷　綺子 大西　桜子 1 1

30 和歌山県 30 斎藤　久雄 楠見　耕介 1 1

34 広島県 34 沖中　陽幸 沖中　陽幸 1 1

40 福岡県 40 佐久間　千恵子 佐久間　千恵子 1 1

81 岐阜県+滋賀県 81 1 1

82 岐阜県+三重県 82 1 1

43 18 15 5 21 16 18 5 12 3 156

都道府県

計26都道府県 計156チーム

スーパー

ベテラン

選手権

リトル

ジュニア

選手権

ＭＥ ＷＥ ＭＳ ＷＳ ＭＪ ＷＪ ＭＶ ＷＶ ＸＶ XJ

01 北海道

03 岩手県

04 宮城県

07 福島県

08 茨城県

09 栃木県

10 群馬県

11 埼玉県

12 千葉県

13 東京都

14 神奈川県

15 新潟県

19 ⼭梨県

20 ⻑野県

21 岐阜県

22 静岡県

23 愛知県

24 三重県

25 滋賀県

26 京都府

27 大阪府

28 兵庫県

29 奈良県

30 和歌⼭県

34 広島県

40 福岡県

得点 順位都道府県
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
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1011 北海道1 197-01-806 倉地 草太 196-01-121 塩平 真士 181-01-101 櫻本 信⼀郎 179-01-044 熊谷 智之

1012 北海道2 199-01-809 森 倭渡 198-01-809 野⼝ 晃太郎 198-01-803 白旗 洸太 100-01-809 髙木 ⼀人

1031 岩手県1 193-03-701 ⽯⼭ 良太 193-03-239 藤原 大樹 194-03-001 橋本 正毅 156-03-001 鈴木 宏 171-03-002 中⾥ 勝彦

1032 岩手県2 197-03-815 小髙 敦志 198-03-808 工藤 友喜 199-03-804 中村 僚佑

1033 岩手県3 186-03-149 日下 雅広 196-03-001 高橋 郁磨 197-03-812 松本 陸

1041 宮城県1 197-04-821 ⽯渡 望 198-04-801 ⽯森 晃 197-04-801 ⻘芳 龍

1042 宮城県2 198-04-808 嶋﨑 渉 197-04-812 ⻑岡 凌⽣ 197-04-803 伊藤 光祐

1043 宮城県3 199-04-801 今野 陽⼀ 199-04-805 小林 哲郎 298-04-805 八木橋 まい

1071 福島県1 175-07-013 渡辺 研也 171-07-092 上坂 昌⽣ 198-07-804 松本　諒

1072 福島県2 197-07-810 高野橋 侑大 197-07-809 鈴木 陽介 198-07-805 菅野 正太

1073 福島県3 191-07-111 三浦 孝之 194-07-108 三本杉 武大 195-07-114 武藤 祐輝

1081 茨城県1 181-08-008 寺垣内 航 194-08-701 田中 大貴 197-04-824 唐木 朋也 198-08-824 村田 千真 199-08-805 名雪 ⻘葉

1082 茨城県2 197-08-823 菅沼 友仁 198-04-811 薗部 駿太 196-08-814 楠 健志 198-12-804 磯邉 岳晃

1083 茨城県3 196-08-818 奥尾 優理 197-08-814 七五三 碧 197-08-822 野沢 星雅

1091 栃木県1 195-09-041 松尾 怜治 191-09-040 細川 知希 174-09-042 ⽯澤 俊崇

1101 群馬県1 197-14-803 茂原 瑞基 197-15-809 常⾒ 圭太 195-10-099 清⽔ 龍太

1111 埼玉県1 194-11-001 小泉 知貴 194-13-830 粂 潤哉 195-13-860 川名 竣介 176-11-171 ⽔嶋 孝久 177-11-317 源後 知⾏

1112 埼玉県2 194-13-724 猪俣 祐貴 194-11-005 友田 雅大 185-11-242 太田 貴大

1121 千葉県1 194-12-001 田中 基成 195-12-001 平⼭ 遼太 196-12-001 宮本 樹

1131 東京都1 197-13-826 高⾒澤 翔⼀ 197-13-822 森田 夏⽔ 197-14-815 渡辺 鷹志 194-13-001 橘 孝祐 194-13-816 前中 脩人

1132 東京都2 194-13-001 橘 孝祐 194-13-815 木島 佑輔 194-13-816 前中 脩人 193-13-812 桑原 大樹 194-13-814 大⻄ 正倫

1133 東京都3 193-13-812 桑原 大樹 194-13-814 大⻄ 正倫 192-12-703 ⼭⼝ 雅裕 196-13-822 殿垣 佳治 196-13-553 柴沼 健

1134 東京都4 196-14-817 濱宇津 佑亮 196-13-822 殿垣 佳治 196-13-553 柴沼 健 196-13-834 新田⾒ 優輝 196-13-828 村井 智也

1135 東京都5 196-13-834 新田⾒ 優輝 197-13-843 森川 周 196-13-828 村井 智也 170-13-081 ⿅島田 浩⼆ 179-13-025 加藤 弘之

1141 神奈川県1 195-14-418 上島 浩平 189-14-397 田邉 拓也 197-14-817 江野 弘太郎 172-14-416 入江 崇 178-14-122 紺野 俊介

1142 神奈川県2 196-13-825 横堀 聖人 195-12-002 吉澤 雄大 190-14-363 中島 正治

1151 新潟県1 197-15-810 外⽯ 裕太郎 195-15-303 高野 兼也 198-15-813 滝沢 壮太

1152 新潟県2 198-15-811 鈴木 皓紀 199-15-814 岩渕 悠太 199-15-810 藤村 晋也

1191 ⼭梨県1 195-13-820 加藤 岬 191-19-701 近藤 康満 191-19-018 尾崎 弘和

1201 ⻑野県1 194-20-068 田中 悠 198-08-803 小牧 弘季 198-12-811 宮嶋 哲矢 198-08-825 森 恒大

1202 ⻑野県2 198-08-825 森 恒大 161-20-015 木村 佳司 159-20-058 町井 稔

1211 岐阜県1 194-13-825 坂野 翔哉 194-13-833 田中 翔大 195-21-051 河渡 智史

1221 静岡県1 196-22-802 伊藤 樹 196-13-859 大橋 陽樹 178-22-508 小泉 成⾏ 160-22-001 村越 真

1222 静岡県2 172-22-506 松澤 俊⾏ 185-22-507 ⻑縄 知晃 197-28-808 川島 聖也 181-22-420 内藤 愉孝

1223 静岡県3 196-22-804 瀧下 真⼀ 197-22-802 澤入 圭司 196-22-801 ⻄嶋 就平 197-22-807 本田 明良

1231 愛知県1 192-26-218 松下 睦⽣ 196-23-820 種市 雅也 187-23-106 谷川 友太

1232 愛知県2 196-23-819 佐藤 遼平 195-23-817 南河 駿 190-23-209 堀田 遼

1233 愛知県3 189-23-103 菅谷 裕志 193-23-123 ⼾上 直哉 194-23-810 杉浦 弘太郎

1251 滋賀県1 198-26-808 古池 将樹 197-17-818 ⼭本 哲也 198-26-810 徳地 研人 166-25-001 玉木 圭介 172-25-001 木俣 順

1261 京都府1 195-26-828 森河 俊成 191-26-701 糸賀 翔大 197-26-803 岩井 龍之介

1262 京都府2 195-26-817 ⼭本 明史 195-26-824 松本 萌希 195-26-819 伴 広輝

1281 兵庫県1 197-13-829 ⽯田 晴輝 192-28-001 衣川 浩輔 166-28-001 井上 健太郎 160-28-002 板谷 日出男

1341 広島県1 196-13-838 出原 優⼀ 197-34-802 下江 健史 195-11-001 和田 康次郎 197-34-808 ⼭内 優太 197-26-804 沖中 陽幸

2031 岩手県1 285-03-070 日下 摩帆 292-03-222 多田 智美 296-03-001 畑中 志乃

2041 宮城県1 296-04-812 高橋 ひなの 296-04-806 高橋 友理奈 296-04-809 伊佐野 はる香

2071 福島県1 296-07-104 佐久間 文香 294-17-513 木村 史依 292-07-103 齋藤 菜津美

2081 茨城県1 294-13-001 小川 茉乃 297-08-804 増澤 すず 296-08-801 勝⼭ 佳恵 298-08-808 大栗 由希 298-08-803 橋本 花恵

2101 群馬県1 293-10-090 小野澤 清楓 293-10-098 古本 優花 295-10-102 櫻井 彩菜

2111 埼玉県1 297-08-801 小竹 佳穂 281-11-136 皆川 美紀子 296-11-212 ⼭岸 夏希 290-11-262 小泉 佳織 296-11-001 村⼭ 友梨

2112 埼玉県2 297-13-821 小林 美咲 294-11-001 ⽯神 愛海 296-11-002 森谷 風香

2121 千葉県1 296-12-001 香取 菜穂 290-12-003 柳川 梓 288-12-004 新井 宏美

2131 東京都1 292-12-002 稲毛 日菜子 296-13-801 木村 るび子 298-13-811 世良 史佳 275-13-064 渡辺 円香 274-13-056 ⽔嶋 直子

選手権クラスエントリーリスト
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2141 神奈川県1 293-14-293 宮川 早穂 294-14-398 中村 茉菜 296-13-816 ⽴花 和祈

2142 神奈川県2 297-14-817 古谷 直央 297-13-810 高橋 利奈 296-14-801 村田 茉奈美

2221 静岡県1 294-22-306 川島 実紗 294-13-727 増田 七彩 297-04-807 伊東 加織 288-22-510 ⻑縄 美春 288-22-423 大類 亜美⾥

2231 愛知県1 294-23-103 ⼾上 ⿇美 297-23-802 河村 優花 298-23-812 伊部 琴美 297-23-814 渡我部 ゆき

2232 愛知県2 298-23-803 中野 真優 297-23-814 渡我部 ゆき 298-23-804 中村 沙耶

2261 京都府1 296-26-815 ⼭根 萌加 297-26-803 鈴木 伽南 297-26-804 羽鳥 咲和

2281 兵庫県1 296-26-804 佐野 萌子 298-28-803 永⼭ 尚佳 297-27-801 出田 涼子 257-28-001 出田 裕子

2291 奈良県1 297-29-809 布施谷 綺子 296-29-821 中島 帆乃香 297-29-801 大⻄ 桜子

2811 岐阜県＋滋賀県1 298-08-801 佐久間 若菜 299-14-818 正⼭ 阿智 286-25-001 菅 ⿇⾥絵 270-21-001 鳥羽 都子

3011 北海道1 179-01-044 熊谷 智之 170-01-004 ⼭田 健⼀ 172-01-005 信原 靖 181-01-101 櫻本 信⼀郎

3071 福島県1 184-07-112 綱 淳壱郎 162-07-701 佐藤 繁 165-07-042 久保田 宏彰 165-07-010 廣田 雅幸

3081 茨城県1 183-08-273 八神 遥介 175-08-114 蛭田 晃仁 178-08-157 宮城島 俊太 181-08-008 寺垣内 航

3111 埼玉県1 176-11-171 ⽔嶋 孝久 177-11-317 源後 知⾏ 170-11-132 中堀 剛 167-11-023 小島 由幸

3112 埼玉県2 176-11-203 木村 耕平 160-11-124 福原 正三 171-11-002 森田 拓之

3131 東京都1 170-13-150 ⼭本 英勝 170-13-081 ⿅島田 浩⼆ 179-13-025 加藤 弘之 169-13-018 藤⽣ 考志 163-13-090 杉本 光正

3132 東京都2 179-13-295 三野 隆志 179-13-106 菊澤 恵三 163-13-049 梅林 正治 155-13-051 荒井 正敏 157-13-041 鈴木 規弘

3141 神奈川県1 172-14-416 入江 崇 178-14-122 紺野 俊介 175-14-242 小暮 喜代志

3142 神奈川県2 171-14-270 ⻄村 和人 172-14-170 橋本 浩⼀ 174-14-367 久米田 誉晃

3151 新潟県1 166-15-104 丸⼭ 則和 170-15-305 小林 博文 175-15-046 古田島 貴之

3191 ⼭梨県1 169-13-125 国沢 五月 183-19-701 ⼭田 高志 184-19-701 小⼭ 温史

3221 静岡県1 175-22-401 田濃 邦彦 181-22-420 内藤 愉孝 160-22-001 村越 真 172-22-506 松澤 俊⾏

3222 静岡県2 166-22-202 滝 正晴 171-22-225 鈴木 悟 173-22-213 赤井 秀和 162-22-214 中島 克⾏

3231 愛知県1 182-23-250 前田 裕太 172-23-174 大野 聡⽣ 179-23-146 平沢 正紀 159-23-100 松橋 徳敏

3271 大阪府1 164-27-017 大林 俊彦 178-27-080 平⼭ 友啓 168-27-001 永瀬 真⼀

3601 群馬県1 280-10-079 田島 聖子 289-13-001 平方 遥子 277-11-235 植松 彩

3611 埼玉県1 259-11-107 高野 由紀 255-11-001 成田 美奈子 268-11-011 三好 暢子

3631 東京都1 286-13-001 江幡 禎子 275-13-064 渡辺 円香 274-13-056 ⽔嶋 直子 261-13-040 宇野 明子 267-13-436 浦瀬 香子

3651 新潟県1 263-15-013 笛木 典子 267-15-105 丸⼭ 由美子 277-15-021 古田島 泰代

3721 静岡県1 288-22-423 大類 亜美⾥ 256-22-001 村越 久子 288-22-510 ⻑縄 美春 265-22-207 中島 真⾥ 267-22-201 滝 志保

5011 北海道1 100-01-809 髙木 ⼀人 100-01-808 富安 蓮 100-03-801 信原 颯斗 199-01-809 森 倭渡

5081 茨城県1 198-08-828 笹嶋 建吾 198-08-807 到津 春樹 199-08-811 竹下 晴⼭ 198-04-811 薗部 駿太 197-08-822 野沢 星雅

5082 茨城県2 198-08-827 ⻄田 直人 199-08-813 溝井 翔太 198-08-813 豊田 健登 197-04-824 唐木 朋也

5083 茨城県3 100-08-803 鈴木 璃⼟ 198-12-804 磯邉 岳晃 199-08-805 名雪 ⻘葉

5084 茨城県4 198-08-824 村田 千真 100-08-822 堀内 颯介 100-08-817 佐藤 ⼀誠

5101 群馬県1 199-10-801 ⼭田 涼太 100-10-801 竹市 葵 199-10-802 細野 裕

5111 埼玉県1 100-13-829 ⽴松 空 198-10-802 冨沢 隆成 198-26-825 伊藤 良介

5112 埼玉県2 102-11-020 ⼭村 瑛 102-11-012 塚越 貴哉 102-11-015 富田 健⽣

5121 千葉県1 199-13-816 伊藤 元春 198-13-850 朝間 玲羽 199-12-802 伊地知 淳

5131 東京都1 103-13-022 屋敷 龍吾 103-13-015 奥村 尚史 103-13-017 柴田 日向 198-13-880 池田 匠 199-13-801 大⽯ 洋輔

5132 東京都2 198-13-880 池田 匠 199-14-834 伊藤 頌太 199-13-801 大⽯ 洋輔

5141 神奈川県1 198-14-833 鈴木 京佑 198-14-818 ⽣田 崚 199-14-813 阿部 遼太郎

5151 新潟県1 199-15-824 中野 佑太朗 100-15-804 植⻄ 柳太 100-15-806 今 翔太

5211 岐阜県1 198-13-868 松嶋 亮弥 102-23-002 熊澤 拓⾶ 103-23-009 岩崎 壮馬

5221 静岡県1 198-22-806 加藤 翔伍 198-22-807 森下 晃成 199-22-802 和田 佳丈 198-22-808 矢田 祐喜 199-22-807 ⽔野 渉吾

5231 愛知県1 198-23-809 住吉 将英 103-23-002 ⽣田 真大 198-23-811 棚橋 ⼀樹 198-23-815 小俣 敦宏

5232 愛知県2 198-23-812 谷平 光⼀ 199-23-805 藤井 悠輝 103-23-004 藤原 考太郎

5233 愛知県3 198-23-104 椎名 晃丈 198-23-107 和佐田 祥太朗 100-08-804 祖父江 有祐

5241 三重県1 100-23-801 羽田 拓真 104-24-049 牧⼾ 悠⽣ 103-23-010 森 創之介

5261 京都府1 198-08-806 谷野 文史 198-26-822 岩田 慈樹 198-26-811 太田 知也

5271 大阪府1 198-26-805 丸⼭ ゆう 198-27-802 桃本 ⼀輝 198-27-801 片岡 佑太

MJ　男性ジュニア選手権クラス
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5531 岩手県1 200-03-802 武⽯ 瑞季 200-03-804 米内 望 200-03-801 原田 友利香

5532 岩手県2 298-03-806 菊池 美結 298-03-802 進藤 緑⾥ 298-03-803 渡邉 裕子 299-03-805 大須賀 ほの

5581 茨城県1 298-08-808 大栗 由希 298-08-803 橋本 花恵 200-08-803 佐々木 花衣

5582 茨城県2 299-08-803 渡辺 花蓮 200-08-804 島崎 はるか 299-08-806 佐藤 隆奈

5611 埼玉県1 298-08-806 後藤 凛 298-13-831 藤平 歩 298-13-836 片岡 茅悠

5612 埼玉県2 298-13-835 杉⼭ 桃菜 299-13-834 坂巻 朱⾥ 299-13-807 佐藤 加奈

5621 千葉県1 298-13-810 香取 瑞穂 298-12-001 小林 璃衣紗 298-12-002 宮本 和奏

5622 千葉県2 299-12-802 猪股 紗如 200-12-801 崎原 美咲紀 200-12-802 矢倉 美励

5641 神奈川県1 298-14-801 佐藤 珠穂 299-13-808 明神 紀子 299-13-813 鈴木 日菜

5642 神奈川県2 299-14-802 岩﨑 佑美 298-14-810 松田 千果 298-14-805 田村 ⼀紗

5651 新潟県1 299-15-801 滝澤 伊織 200-15-801 遠藤 めい 202-15-302 古田島 鈴⾳

5731 愛知県1 202-23-001 落合 英那 299-23-803 須本 みずほ 298-23-810 和波 明日香 298-23-803 中野 真優

5732 愛知県2 299-13-822 ⻑瀬 ⿇⾥子 299-13-823 上島 じゅ菜 299-14-815 尾串 夏希

5761 京都府1 298-26-814 上原 珠美 298-26-815 小橋 唯華 299-26-803 坂東 愉楽

5762 京都府2 200-26-805 ⻄川 ひとみ 200-26-801 重岡 慧実 200-26-802 慶澤 遥

5781 兵庫県1 299-28-801 駒崎 成美 200-28-805 溝渕 賀子 200-28-806 松本 萌恵

6071 福島県1 163-07-025 宗形 ⻯憲 158-07-024 七宮 勝広 156-07-026 永井 栄寿

6101 群馬県1 169-10-100 ⾦谷 昌信 163-10-045 井⼝ 良範 165-10-101 高橋 利之

6111 埼玉県1 163-11-098 福田 雅秀 160-11-122 齋藤 英之 165-11-001 清⽔ 伸好 167-11-023 小島 由幸 160-11-124 福原 正三

6121 千葉県1 163-12-004 宮本 幸治 158-12-002 小⼭ 清 161-12-001 小林 岳人

6122 千葉県2 166-12-002 香取 伸嘉 160-12-004 太矢 隆士 160-12-003 齋藤 和助

6131 東京都1 164-13-289 柳澤 貴 163-13-090 杉本 光正 169-13-018 藤⽣ 考志 166-13-001 ⻘木 俊之 163-13-562 桜井 剛

6132 東京都2 166-13-001 ⻘木 俊之 159-13-077 後閑 茂弘 163-13-562 桜井 剛 155-13-051 荒井 正敏 167-13-435 浦瀬 太郎

6133 東京都3 167-13-435 浦瀬 太郎 160-13-558 池田 博 155-13-051 荒井 正敏 157-13-041 鈴木 規弘 163-13-049 梅林 正治

6134 東京都4 157-13-041 鈴木 規弘 160-13-078 大町 宏志 130-13-297 高橋 厚

6141 神奈川県1 164-14-182 佐藤 信彦 164-14-014 小泉 ⾠喜 167-14-321 森 ⻯⽣

6142 神奈川県2 161-14-008 茅野 耕治 157-14-202 五⼗嵐 則仁 161-14-240 下⼭ 敬史

6211 岐阜県1 163-21-030 広江 淳良 161-21-040 牧ヶ野 敏明 161-21-050 髙原 剛

6221 静岡県1 166-22-003 鈴木 正文 162-22-214 中島 克⾏ 165-22-501 田代 雅之 166-22-202 滝 正晴 160-22-001 村越 真

6231 愛知県1 159-23-211 角岡 明 159-23-245 宮崎 敦司 163-23-103 稲葉 英雄 159-23-100 松橋 徳敏

6271 大阪府1 164-27-107 辻村 歩 159-27-152 井上 仁 163-27-105 ⼭根 祥延

6272 大阪府2 166-27-004 稲田 旬哉 154-27-013 愛場 庸雅 163-27-146 横田 実

6281 兵庫県1 168-28-001 佐賀 寛 157-28-001 出田 洋 160-28-002 板谷 日出男 166-28-001 井上 健太郎 149-28-001 永田 実

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

6401 福岡県1 271-40-017 半田 博子 260-40-021 佐久間 千恵子 265-40-026 高取 千佳

6611 埼玉県1 261-11-123 齋藤 まどか 250-10-062 植松 裕子 260-11-035 渡辺 加与美

6631 東京都1 267-13-436 浦瀬 香子 261-13-040 宇野 明子 264-13-114 ⾦原 和泉 259-13-042 鈴木 清美 福原 正三

6641 神奈川県1 271-14-382 高津 寿三鈴 261-14-111 和田 美千代 262-14-041 宮川 祐子

6642 神奈川県2 247-14-002 今井 栄 272-14-396 片⼭ 保子 265-14-415 上松 典子

7031 岩手県1 147-03-194 菅原 健⼀ 146-03-281 高橋 千代司 149-03-195 三澤 儀男

7101 群馬県1 148-10-013 冨澤 邦男 148-10-067 津⾦沢 ⺠男 148-10-014 小嶋 愼⼀

7111 埼玉県1 150-11-031 海⽼沢 正 154-11-075 奥⼭ 景得 151-11-258 小林 ⼆郎

7112 埼玉県2 151-11-001 浦野 弘 147-11-272 橘 直隆 139-11-111 小笠原 揚太郎

7121 千葉県1 150-12-001 大塚 校市 143-12-001 鈴木 榮⼀ 263-12-001 宮本 知江子

7122 千葉県2 151-12-003 鈴木 正夫 151-12-001 ⽯井 龍男 268-12-001 香取 由⾥子

7131 東京都1 152-13-043 加藤 昭次 153-13-082 天明 英之 144-13-130 児玉 拓 130-13-297 高橋 厚

7141 神奈川県1 144-14-007 伊藤 清 149-14-169 関野 賢⼆ 257-14-146 高橋 明美 247-14-002 今井 栄

7231 愛知県1 152-23-047 新家 秀男 147-23-011 粟野 義明 154-23-026 ⼟屋 晴彦

7232 愛知県2 146-23-107 小野 盛光 143-23-113 小幡 昭次 141-23-016 岡野 英雄

7281 兵庫県1 149-28-001 永田 実 255-36-011 松本 和美 139-28-001 尾上 俊雄 257-28-001 出田 裕子

WV　⼥性ベテラン選手権クラス

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
WJ　⼥性ジュニア選手権クラス

XV　スーパーベテラン選手権クラス

MV　男性ベテラン選手権クラス
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7821 岐阜県＋三重県1 147-21-044 ⿅野 勘次 153-21-001 橋本 八州馬 153-24-022 谷　秀司

4131 東京都1 104-13-002 高橋 裕貴 105-13-006 尾藤 碩 105-13-010 ⼭田 大輝 105-13-014 松本 敬 205-13-003 小笠原 鈴奈

4132 東京都2 205-13-003 小笠原 鈴奈 205-13-005 栗原 萌花 105-13-014 松本 敬

4231 愛知県1 105-23-002 高田 朋輝 105-23-009 徳光 拓哉 104-23-005 髙橋 侑大

801 OCTokyo 三瀬 遼太郎 三好 将史 入江 龍成

802 種種種種種クラブ ⼭田 基⽣ 種澤 遼太郎 ⻄平 楽

803 稲毛⼆⾛、然役⽴ 葛⻄ 裕樹 稲毛 隆太 桑⼭ 陽次

804 ⾦子 ⾦子 哲士 小林 祐子 谷⼝ 恵祐

805 新潟県 ⽯田 大地 井村 唯 河野 珠⾥亜

806 滋賀ッツマン 平岩 伊武季 木俣 順 玉木 圭介

807 岩手M 尾形 季彦 中⾥ 勝彦 鈴木 宏

808 広島OLC 吉村 年史 清⽔ 尊司 ⼭本 賀彦

809 広島岡⼭混成 沖中 陽幸 ⼭内 優太 大東 裕汰

810 愛知⼀般第１チーム 小俣 敦宏 松橋 徳敏 新帯 亮

811 カムサハムニダ 冨永　万由 菅原　真優 秋⼭　美怜

812 魔神仔Moxina OK ⻩宜瑾 荘珮琪 陳怡晴

813 奈良広島東京 ⾦子　詩乃 ⻄谷　彩奈 阿部　朱莉

814 ⻑野県御⼀⾏様 ⽯川　昌 高橋　美和 篠塚　拓美

815 Club阿闍梨 柏樹 芳雄 崎村 悠子 古橋 勇作

816 南光台選抜 ⼭田　峻大 星歩夢 宇佐美綾野

817 埼玉県シラコバト 小泉 佳織 村⼭ 友梨 小島 由幸

818 岩手MIX 君成田 智裕 高橋 稔弥 大須賀 ほの

819 静岡ワンチーム 横井 ⾥乃 中島 真理 本田 明良

820 かさまくしょん 橋本 知明 竹内 元哉 増田 風⾒花

821 愛知⼀般第2チーム ⽯田　亘宏 ⽯田　美代子 新帯　亮

XJ　スーパージュニア選手権クラス

一般クラスエントリーリスト
チームNo. チーム名 登録選手

一般男子

一般⼥子

MIX-L

MIX-S

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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