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第 20 回全日本リレーオリエンテーリング大会 
（オリエンテーリングサミット 2011 in 信州松本・アルプス公園） 

 

主催 社団法人日本オリエンテーリング協会 

主管 長野県オリエンテーリング協会 

運営 オリエンテーリングサミット 2011 in 信州松本・アルプス公園実行委員会 

協力 TOYBOX / 日本ボーイスカウト長野県連盟 / 一般社団法人松本観光コンベンション協会 

後援 文部科学省、(財)日本体育協会、松本市、松本市教育委員会 

NHK 長野放送局、信越放送、長野放送、テレビ信州、長野朝日放送、FM 長野、テレビ松本 

信濃毎日新聞社、市民タイムス、松本平タウン情報 

協賛 森永乳業（株）、（株）エバニュー、中村農園、日本旅行 

    

    

    

    

    

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    
    

平成平成平成平成 23232323 年年年年 11111111 月月月月 4444 日（日（日（日（金金金金））））    

トレーニングマップ配布 
配布会場:アルプス公園家族広場（長野県松本市） 

10:00 トレーニングマップ配布開始 

16:00 トレーニングマップ配布終了 
 

第 20 回 全日本リレーオリエンテーリング大会テクニカルミーティング・受付 
会場: 松本市総合体育館大会議室（長野県松本市美須々5-1） 

17:00 全日本リレー大会受付開始 
18:30 テクニカルミーティング開始（競技・運営上の諸注意、テレイン情報、質疑応答） 

 
 
平成平成平成平成 23232323 年年年年 11111111 月月月月 5555 日（日（日（日（土土土土））））    

第 20 回 全日本リレーオリエンテーリング大会 
会場:アルプス公園家族広場（長野県松本市） 

11:00 開会式 

11:30 競技説明・デモンストレーション 
12:00 1 走スタート （ME/WE） 
12:05 1 走スタート （MJ / WJ / MS / WS / MV / WV / XV） 
12:10 1 走スタート （M21 / W21 / MIX / MW15） 

15:00 繰上げスタート 
15:30 表彰式・閉会式 
16:00 フィニッシュ閉鎖 

 
・問合せ先 

実行委員長 木村佳司 携帯電話 090-3333-0983  
E-mail:kimura●orienteering.com（●を@に直してください。） 

 
・中止の判断 

大会当日に実行委員長が大会実施するかどうか判断します。 
中止する場合は、大会オフィシャルページに 8:00 までにその旨を掲載します。 
 http://www.orienteering.com/icl2011/ 
大会当日に長野県松本市に気象上の警報が発令された場合、原則として大会は中止します。 
判断がつかない場合は連絡先へ問い合わせください。 
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ご挨拶 
長野県松本市長  菅谷 昭 

 
 
朝夕はひときわ冷え込むようになりました。 
第 20 回全日本オリエンテーリング大会が、全国各地から多

くの役員、選手の皆様をお迎えして、松本市において開催さ

れますことは大変光栄であり、心から歓迎申しあげます。 
 
オリエンテーリングは、大自然の中で地図とコンパスのみ

を使い、個々の体力や判断力、経験に合わせて行うことがで

き、また自然とのふれ合いを密にし、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

されております。松本市民にもオリエンテーリングの魅力を

伝えていただくことを期待しております。 
 
松本市は、長野県の中央に位置し、西に標高 3000m 級の高

峰がそびえ立つ日本アルプス、東に 2000m 級の台地が広がる

美ヶ原高原等八ヶ岳中信高原国定公園を擁する人口 24 万人

の都市であり、「健康寿命延伸都市・松本」を将来の都市像と

して掲げるとともに、「健康」を「より良い状態を保つこと」

として位置づけ、誰からも松本に住みたい、暮らしてみたい

と思われるまちを目指して取り組んでおります。 
 
大会会場となるアルプス公園は、松本市市制施行 100 周年

を記念して平成 19 年にリニューアルオープンし、豊かな自然

が残る樹林地を将来へ向けて存続させ、魅力ある自然環境を

活用した 72ha の広さを誇る松本を代表する公園です。 
 
選手の皆様には、日頃のトレーニングの成果を十分に発揮

していただくとともに、アルプス公園でのオリエンテーリン

グを存分に楽しみ、多くの皆様との交流を深めていただけた

ら幸いです。 
 
また、この機会に松本市の美しい自然環境や国宝松本城を

始めとする豊富な観光資源を満喫していただき、良い思い出

を残していただければ嬉しく思います。 
 
結びに、本大会の開催にあたりご尽力いただきました関係

団体、役員の皆様に心から敬意を表するとともに、大会のご

成功と参加の皆様のご健勝と今後ますますのご活躍を祈念い

たしまして歓迎のことばといたします。 

ご挨拶 
社団法人 日本オリエンテーリング協会会長 山西哲郎 

 
 
雄大な北アルプスに囲まれ、松本城をはじめとした数多く

の名所・旧跡の残る歴史ある街、長野県松本市にてこのたび

第 20 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挨拶を申し上げます。 
 
本大会は各都道府県を代表する選手達が各カテゴリでの日

本一の座をかけて競い合うリレー形式の競技会であり、主管

運営各位のご尽力により、質の高いコースや地図が用意され

ています。選手権クラスに参加する選手は日頃積み重ねたト

レーニングの成果を存分に発揮し、チーム一丸となって目標

の達成に力を尽くして下さい。また、オリエンテーリングは

年齢・性別を問わず、初心者から上級者まで全ての方が各自

のペースで楽しめる生涯スポーツです。それぞれのレベルで

切磋琢磨し合い、選手同士の交流も深めながら、美しい松本

の森を存分に楽しんで頂きたいと思います。このような素晴

らしい場を提供してくださった関係各位の努力に敬意を表す

ると同時に、参加者全員のご健闘をお祈りしております。 
 
 
終わりに、本大会の開催にあたりご後援を頂きました文部 

科学省、(財)日本体育協会、松本市、松本市教育委員会、NHK 
長野放送局、信越放送、長野放送、テレビ信州、長野朝日放

送、エフエム長野、テレビ松本、信濃毎日新聞社、市民タイ

ムス、松本平タウン情報等、また多大なるご協賛、ご協力を

頂きました関係各位に、心よりお礼を申し上げます。そして

本大会の開催に向け、長きにわたって努力を重ねてこられた

主管者の長野県オリエンテーリング協会の皆様には、改めて

厚くお礼申し上げ、ご挨拶といたします。 
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あいさつ 
長野県オリエンテーリング協会会長 美谷島孝 

 
 
平成 23 年度全日本リレーオリエンテーリング大会を、自然

豊かな信州において開催するにあたり26都道府県800名を越

えるオリエンテｲアの皆様をお迎えできますことを、長野県オ

リエンテーリング協会を代表して厚くお礼申し上げます。 

 本大会の特徴のひとつは競技エリアがきわめて市街地に

近いことにあります。多くの市民に通年親しまれているアル

プス公園及び隣接の林野での開催はオリエンテーリングを身

近に感じさせ、会場の選択として非常に有意義であると考え

ます。そして、スペクテーターズ区間を公園内に設定しまし

たので、一般の方々にも見て楽しんでいただけると思います。 

今回は特に JR松本駅から集合場所までの 5km区間を足慣ら

しと観光を兼ねていただくように専用のマップを提供させて

いただきました。ポイントオリエンテーリング型式で国宝松

本城、旧開智学校、展望塔などを巡りながら集合場所に到達

することができます。一般の方々にも本大会をきっかけに地

図に慣れ親しんでいただけたら・・・という想いもございま

す。 

全国リレーオリエンテーリング大会の翌日には全国学生選

手権大会、及び併設大会が開催され 2 日間の参加者数は過去

最大の 1650 名の規模になりました。主管団体である当長野県

オリエンテーリング協会は少数微力ではございますが、この

2 つの大会開催に向けて地図調査、地元説明会などをしてま

いりました。その間に東日本大震災が発生し活動を一時自粛

しましたが、今回悲運の災害を受けられた東北の皆様にも多

数ご参加いただき心よりうれしく思っております。 

オリエンテｲアの皆様には色鮮やかな紅葉の森をかけめぐ

り、雄大な北アルプスを眺め、さわやかな信州を満喫してい

ただきたいと思います。 

本大会の開催にあたり松本市、地権者の皆様始め多大な協

力をしていただきましたアルプス公園指定管理者様、関係機

関、諸団体の方々に深く感謝申し上げます。更に応援にかけ

つけていただいたご家族、ご友人の皆様方にも大会を十分堪

能されますよう祈念しまして、あいさつとさせていただきま

す。 
 
 
 
 

ようこそ松本へ 
大会実行委員長 木村佳司 

 
 
みなさま、ようこそ全国から松本へいらっしゃいました。 
水が澄み、山青いこの松本の地はオリエンテーリングのよ

うな野山を巡るスポーツが良く似合います。存分に松本の地

を楽しんでいってください。そして何度も訪れてください。 
 
私がオリエンテーリング競技をはじめて 30 年経ち、またい

ろいろなオリエンテーリングイベントのプロデュースに関わ

るようになってから 20 年になります。その間、自宅とは少し

離れた長野県の高原を中心に活動してきました。ところがこ

のたび、自宅があるこの松本市でこのような大きな競技会を

実施する機会に恵まれまして、たいへん嬉しく思っています。 
 
そして今回の競技会ではひとつの取り組みを行いました。

それは参加者の中心が社会人である全日本リレーオリエンテ

ーリング大会と、参加者の中心が大学生である日本学生オリ

エンテーリング選手権大会を 2 日間連続で開催することです。 
 
生涯スポーツであるオリエンテーリングはさまざまな世代

の競技者が交流できるはずなのですが、残念ながらそのチャ

ンスが今はそう多いとは言えません。社会人中心の競技会と

学生中心の競技会とを 2 日連続で行うことで、それぞれの参

加者同士の交流が生まれ、その交流が新たな活動の源となっ

てくれることを願っています。せっかくの機会ですので、会

場でお互いにどんどん声かけあって交流の輪を広げてくださ

い。 
 
今回の事業にあたって本当に多くの方のご協力をいただき

ました。今回松本市で実施したオリエンテーリングによって

得られたさまざまな有形無形の資産を今後も活かし、生涯ス

ポーツと健康、そして地元・松本市の活力に寄与するととも

に、自身もそうした活動を楽しみたいと思います。 
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1111    会場会場会場会場    

アルプス公園家族広場アルプス公園家族広場アルプス公園家族広場アルプス公園家族広場    
（松本駅から北へ 5km up200m） 

 
(1) (1) (1) (1) 会場へのアクセス会場へのアクセス会場へのアクセス会場へのアクセス    

タクシー利用 
JR松本駅からタクシーで 15分（アルプス公園南入口） 
アルプス公園南入口から家族広場まで徒歩 5 分 

 
路線バス利用 

JR 松本駅から松本バスターミナルまで徒歩 3 分 
松本バスターミナルから路線バスで 20 分（アルプス

公園南入口） 

アルプス公園南入口から家族広場まで徒歩 5 分 
路線バス時刻表（¥330） 

松本バスターミナル 10:00→アルプス公園 10:20 

松本バスターミナル 14:00→アルプス公園 14:20 
 
自家用車・大型バス利用 

長野自動車道「梓川サービスエリア スマートインタ

ー」より 5km。10 分。 
アルプス公園東入口駐車場 400 台。（大型バス来場可

能） 
自家用車・大型バスで来場されるかたは、必ずアルプ

ス公園東入口駐車場を利用してください。アルプス公

園南入口駐車場と北入口駐車場の利用は禁止します。

南入口は一般来園者用駐車スペースを確保するために

駐車しないでください。北入口は競技範囲に含まれる

ために利用しないでください。 
特に駐車台数制限はありませんが、なるべく乗り合い

で来場し、渋滞緩和にご協力ください。 
駐車場では係員の指示に従って駐車してください。公

園入口にいちばん近い駐車スペースには駐車しないよ

うにお願いします。このスペースは一般来園者のため

に空けておきます。 
参加者数分の駐車台数を確保するために、東駐車場の

臨時スペースも解放します。 
 
スマートインターは ETC カード利用者のみご利用い

ただけます。それ以外の利用者のかたは長野自動車道

「松本インター」をご利用ください。「松本インター」

からアルプス公園東入口駐車場まで、所要時間は 30
分程度を見込んでください。長野県内一の渋滞箇所で

す。 
アルプス公園東入口と梓川スマートインターの間に、

入浴施設「ラーラ松本」があります。 
 

徒歩 
JR 松本駅から徒歩で会場に入ることもできます。距

離 5km、登り 200m です。この途中でトレーニングマ

ップの範囲を通ることもできます。 
 

(2(2(2(2) ) ) ) 会場利用の注意会場利用の注意会場利用の注意会場利用の注意    

・競技中、ならびに会場は火気の使用は禁止します。 
・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。 
・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。 

・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。 

・アルプス公園内には飲料の自動販売機が数か所ありま

す。 
・会場周辺で移動販売車による昼食の提供を行う予定で

す。 
 

 
 
 
 
 

大会役員大会役員大会役員大会役員    
名誉大会長 菅谷 昭 松本市長 

名誉副大会長 吉江 厚 松本市教育長 

名誉副大会長 市川荘一 TOY BOX 経営責任者 

名誉副大会長 出田行徳 日本ボーイスカウト長野県連盟理事長 

大会長 山西哲郎 社団法人日本オリエンテーリング協会会長 

副大会長 美谷島孝 長野県オリエンテーリング協会会長 

副大会長 久保喜正 社団法人日本オリエンテーリング協会副会長 

副大会長 船橋昭一 社団法人日本オリエンテーリング協会副会長 

実行委員長 木村佳司 長野県オリエンテーリング協会理事長 

副実行委員長 山川克則 ヤマカワオーエンタープライズ代表 

副実行委員長 松島義一 TOY BOX 

大会コントローラ 酒井克明 東京都オリエンテーリング協会 

 

競技役員競技役員競技役員競技役員    

競技責任者 木村佳司 長野県オリエンテーリング協会理事長 

コース設定者 木村佳司 （兼任） 

総務責任者 松島義一 TOY BOX 

スタッフ 武井将斗、篠原裕一、御子柴寿朗、渡邊貴之、美谷島孝、石川 昌、折井 匡、丸山茂樹、小林隆昭、 

平岡雅芸、倉澤勝美、町井 稔、豊沢吉弥、矢島健一郎、的場洋輔、立川 洋、上林敏弘 
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大会会場レイアウト大会会場レイアウト大会会場レイアウト大会会場レイアウト    
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2222    トレーニングマップトレーニングマップトレーニングマップトレーニングマップ配布配布配布配布    
 
本競技の前にトレーニングマップを公開します。公開期

間：2011 年 11 月 3 日-5 日 
競技が行われるテレインに隣接した小さな範囲の遊歩道

の周囲です。遊歩道やトレーニングマップ内にある公園の

範囲を越えて森に入ることはできません。テレインと地図

のサンプルとしてのみご利用ください。競技前のウォーミ

ングアップとして利用いただいてもよいです。 
 
配布会場: アルプス公園家族広場（長野県松本市） 
配布日時: 

2011 年 11 月 3 日（祝）10:00-16:00 
2011 年 11 月 4 日（金）10:00-16:00 

この時間帯内でも受付不在にしていることがあります。不

在のときは問合先までご連絡ください。 
問合先: 木村佳司 090-3333-0893 
 
・受付にて地図代 300 円をお支払いください。 
・参加者は、地図配布後適宜参加してください。主管者は

地図配布業務以外に帰還、計時等の管理は行いません。

出来るだけ複数人でテレインに入る等の自己管理をお

願いします。 
・Ｅカードのレンタルは行いません。 
・使用する地図は以下の通りです。 

A4判の 1枚の用紙に 3種類の縮尺の地図を用意します。

1:15,000 / 1:10,000 / 1:7,500 
等高線間隔 5ｍ、走行可能度４段階表示 

 
 

 

3333    テクニカルミーティングテクニカルミーティングテクニカルミーティングテクニカルミーティング・受付・受付・受付・受付    

会場会場会場会場::::松本市総合体育館大会議室松本市総合体育館大会議室松本市総合体育館大会議室松本市総合体育館大会議室    
（長野県松本市美須々5-1） 

17:00 全日本リレー大会受付開始 
18:30 テクニカルミーティング開始 

競技・運営上の諸注意、テレイン情報、質疑応答 
 
(1) 受付 17:00- 

・都道府県選手団に､ ①質問票、②ナンバーカード、③

選手権クラス走順一覧表、④その他大会に関する情報

等を配付します。 
・都道府県選手団のＥカード、競技用地図は大会当日に

受付で配付します。 
・一般クラスのナンバーカード、E カードは大会当日に

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

ムの変更事項等を掲示します。 
(2) テクニカルミーティング 18:30- 

・競技・運営上の諸注意事項、テレイン情報、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（18:30 まで）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

代表者の方はなるべく出席してください。 
 
 
 
 

4444    競技情報競技情報競技情報競技情報    
（（（（1111））））    競技規則・失格事項・競技上の注意競技規則・失格事項・競技上の注意競技規則・失格事項・競技上の注意競技規則・失格事項・競技上の注意    

競技規則：日本オリエンテーリング協会（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 

3 人によるリレー競技 
 
・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「正会員」）とします。 
②選手権の各クラスへ、１正会員から複数チームが参加で

きます。また、正会員が単独でチームを構成できない場合、

同一ブロックもしくは隣接する２つの正会員による連合

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。

選手権クラスでの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正会員は、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。 
⑦正会員ではない都道府県協会からは、選手権クラスへの

参加は認められません。 
 
・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 
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 
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 
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 

M21 男子、年齢制限なし 
W21 女子、年齢制限なし 

MIX 男女混合、年齢制限なし 
 

(注 1) 年齢は平成 24 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。 
 
・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 
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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 

⑥ドーピング行為が認められる選手がいた場合 
⑦駐車スペースにおいて、役員指示に従わなかった場合 

 
・立入禁止区域は下記のいずれかの方法で表示します。 

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。立入禁止区域へ立ち入った場合は失格とします。 
①地図上で表示 
②現地の「青・黄」ストリーマで表示 

③地図上および現地の「青・黄」ストリーマで表示 
 
 
(2) (2) (2) (2) 走順票の提出走順票の提出走順票の提出走順票の提出    

[選手権クラス] 

選手権クラス走順票提出期限 

11111111 月月月月 2222 日（水日（水日（水日（水）正午）正午）正午）正午(必着厳守) 

 
・選手権クラスの提出用「走順票」は各都道府県のプログ

ラム送付先に別送されています。また、大会ウェブサイ

トにも掲載されています。 

・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、ファックスもし

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 ：entry■orienteering.or.jp 

（■を@に直してください。） 
 
・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 11 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] 
一般クラス変更走順票提出期限 

11111111 月月月月 5555 日（日（日（日（土土土土）午前）午前）午前）午前 11111111 時時時時 00000000 分分分分(厳守) 

 
・一般クラスの提出用「走順票」は大会ウェブサイトに掲

載されています。また、大会受付でも用意します。 
・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。 
・チーム名の変更は出来ません。 
・結果速報は､本プログラム記載の選手名・走順で表示し

ます。 

 
 
(3) (3) (3) (3) 競技地図競技地図競技地図競技地図    

ME/WE/MJ/WJ クラス 縮尺 1:10,000 
上記以外のクラス 縮尺 1:7,500 

（以下共通仕様） 
等高線間隔 5ｍ A4 判 
作成 2011 年 10 月 JSOM2007 準拠 
地図作成: ヤマカワオーエンタープライズ 山川克則 

地図印刷等 カラープリンタ印刷、防水加工済 
 

・逸脱/特記事項は下記のとおりです。 
「○」青(312)井戸、「×」青(314)貯水槽、「○」黒(539)

炭焼き釜(跡)、「×」黒(540)小祠、野仏、石象、等 
・公園内の巨大遊具の表記 

灰色でその形状を示しています。最大のものでも 20m。

遊具そのものを迂回すれば必ず通過することができま

す。巨大遊具の上や下を通過できる場所もありますが、

どの部分が通過できるか表記されていません。現実的に

変化が細かくて地図には表現できません。現場にて判断

してください。 

・判読性を向上させるため、青色(河川・水路等)は緑色及

び黄色に対して混色をしていません。 
 

地図の包装状態 

(a) 地図（A4 判）の裏面の上部 1/3 に以下のものがはっき

りと大きく書かれています。 
ナンバー / 参加クラス名 / チーム名 / 走順 

文字サイズは大きめですが、色は薄めにしています。

地図面への裏映りを低減するためです。 
(b) (a)の地図はチャック付き透明ポリ袋に入れられていま

す。サイズ 340 x 240mm 厚さ 0.08mm 

競技中は(b)の状態の地図を使用してください。 
(c) (b)の状態から地図面を内側にして三ツ折しています。

三ツ折の両側を粘着力の弱い紙テープ（ドラフティン

グテープ）で止めてあります。 

(d) (c)の状態のものを薄手の透明ポリ袋に入れてあります。

（300 x 200mm 厚さ 0.02mm） 
薄手のポリ袋は熱溶着で密封され、(c)の状態の地図を

開くことができない状態になっています。 

地図裏面のナンバー、参加クラス名、チーム名、走順

はこの状態で確認できます。 
 
大会当日、競技前に地図を(d)の状態で配布します。 

第 1 走者がスタートエリアに入るとき、各自の使用するこ

の状態の地図を持ってきてください。 
第 2、第 3 走者が次走者待機枠に入るとき、各自の使用す

るこの状態の地図を持ってきてください。 
 
 
(4) (4) (4) (4) テレイン情報テレイン情報テレイン情報テレイン情報    

会場標高 780m 

松本市街地のすぐ北側に位置するやや急峻な丘陵地です。

アルプス公園とその周囲の山林がテレインです。公園部分

は緩やかな地形ですが、その周辺部は急峻な地形となって

います。道路や小径、遊歩道が発達しています。植生は全

体的に広葉樹が多く、林内の見通しの季節変化が激しいで

す。 
 
(5) (5) (5) (5) コース情報コース情報コース情報コース情報    

・スタートフラッグまでの誘導路 
必ず守ってください。誘導路のショートカットは禁止し
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ます。 

・スペクテーターズコントロール・エリア 
すべてのコースではスペクテーターズコントロールを

通過後、会場横を一度通り抜ける設定となっています。

この区間は誘導区間ではありません。 
スペクテーターズコントロールの位置はコースの中盤

から後半になります。コースによってその比率は異なり

ます。スペクテーターズコントロールからチェンジオー

バーエリアまでの所要時間は、短いコースで 4 分、長い

コースで 10 分程度が目安です。 
会場ならびにスペクテーターズエリア（会場レイアウト

図参照）の中では、外部の者から、あるいは予め参加者

自身が設置しておいた補給を認めます。このとき補給で

きるものは、水分や補給食など競技者の体内に取り入れ

るものに限ります。この補給は会場ならびにスペクテー

ターズエリアの中で完了してください。またゴミは出さ

ないようにしてください。会場内に水道（水飲み場）が

あります。 
会場ならびにスペクテーターズエリアにおいて、競技中

の参加者が他の者に地図を見せることを禁止します。 
・主催者の提供する給水所はありません。 
・最終コントロールは会場広場より一段高く、会場内のど

こからでも見える位置にあります。チェンジオーバーに

向かう選手の接近をここで確認し、確実にチェンジオー

バーを行ってください。 
・公園内部にはマレットゴルフコースが点在しています。

コースはマレットゴルフ場を通らないように設定され

ています。 
競技中にマレットゴルフコースに立ち入っても失格と

はしませんが、参加者はなるべく立ち入らないよう注意

義務を負うものとします。マレットゴルフ場は地図には

記載されていません。（記載するには小さすぎる） 進入

してしまいそうな場所に青黄色テープで制止線を設け

ているところもあります。 

マレットゴルフの競技を行っている方に充分な注意を

お願いします。 
実際のマレットゴルフ場をトレーニングマップ内にて

示します。 
 
 
(6) (6) (6) (6) コース距離・登距離・優勝コース距離・登距離・優勝コース距離・登距離・優勝コース距離・登距離・優勝設定時間設定時間設定時間設定時間    

選手権クラス 
クラス 距離 登距離 優勝設定時間 

ＭＥ 4.6km-4.7km 270m 135 分 
ＷＥ 3.4km-3.6km 190m 120 分 
ＭＳ 3.8km-4.0km 190m 135 分 

ＷＳ 3.0km-3.1km 150m 120 分 
ＭＪ 4.0km-4.1km 230m 135 分 
ＷＪ 2.8km-2.9km  80m 120 分 
ＭＶ 3.4km-3.6km  190m 135 分 

ＷＶ 2.8km-2.9km  80m 120 分 
ＸＶ 2.9km-3.1km 150m 120 分 

一般クラス 
クラス コース距離・登距離 

M21 MV 相当 
W21 WS 相当 
MIX XV 相当 
MW15 WJ 相当 

上記距離にはスタートフラッグまでの誘導距離が含まれ

ています。 
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) (7) (7) (7) コントロール位置説明コントロール位置説明コントロール位置説明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。 
・各コースの位置説明を事前公開しません｡ 

 
(8)(8)(8)(8)電子パンチングシステムについて電子パンチングシステムについて電子パンチングシステムについて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 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。 
・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) 
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) (9) (9) (9) ナンバーカードナンバーカードナンバーカードナンバーカード    

・競技者は､主管者配布のナンバーカードを必ず胸に見え

やすく水平に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。 
取り付けは安全ピン合計 4 本以上使用するか、それと同

等の手段を各自用意してください。 

・ナンバーカードを折って取り付けることは禁止します。 
・ナンバーカードへの記入は禁止します。 
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選手権クラスのナンバーカードの数字構成 

クラス記号 都道府県番号 チーム番号 走順 
1 桁 ２桁 １桁 １桁 

 
クラス番号 

1 ME 
2 WE 
3 MJ 
4 WJ 
5 MS / WS 
6 MV / WV 
7 XV 

都道府県番号 
WS と WV は都道府県コードの数に 50 を加えた数 
MJの宮城県チームの中で 9番目以降のチームは都道

府県コード 04 に 90 を加えた数「94」を使用します。 
チーム番号 

同一クラスに同一都道府県から複数チームが参加し

ている場合の番号 

走順番号 
 
一般クラスのナンバーカードの数字構成 

クラス番号 8（1 桁） 

チーム番号 3 桁 
走順 1 桁 

 
ナンバーカードの表記例: 選手権クラス(1) 

クラス 都道府県 チーム番号 走順 

ＭE 長野 5 3 

1 20 5 3 

12053 
 

ナンバーカードの表記例: 選手権クラス(2) 
クラス 都道府県 チーム番号 走順 

WV 長野 1 1 

6 20 1 1 

67011 
 
ナンバーカードの表記例: 一般クラス 

一般クラス チーム番号（3 ケタ） 走順 

8 999 1 

89991 
 
 
(10) (10) (10) (10) 服装・シューズ服装・シューズ服装・シューズ服装・シューズ    

・公序良俗に反する服装は禁止します。 

（半裸、コスプレは禁止します） 
・体の表面を露出しない服装を推奨します。 

 
(11) (11) (11) (11) 調査依頼・提訴調査依頼・提訴調査依頼・提訴調査依頼・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 15 時 00 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。 

・15 時以降に提出された調査依頼もできる限り対応します

が、この内容についての提訴は受け付けられない可能性が

あります。 
 
(12) (12) (12) (12) 公式掲示板公式掲示板公式掲示板公式掲示板        

（テクニカルミーティング会場＆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) (13) (13) (13) ドーピングドーピングドーピングドーピング検査検査検査検査    

・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/ 

 
 
 

5555    表表表表    彰彰彰彰    
(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（各男女別）シニア、ジュニア、ベテラン、スーパーベ

テラン選手権優勝チームを（各男女別）シニア、ジュニ

ア、ベテラン、スーパーベテラン選手権者とし、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。 

 
(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。 
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6666    当日の流れ当日の流れ当日の流れ当日の流れ    
(1) (1) (1) (1) 会場会場会場会場    

・会場には体育館など雨を凌げる施設がありません。テン

ト・タープ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。 
・女性用更衣所は「森の入口休憩所」2 階会議室です。 

利用前に体や衣服の土をよく落として、きれいに使って

ください。 
・アルプス公園家族会場周辺には複数個所のトイレがあり

ます。南入口、東入口とそこから会場までの通路上にも

トイレがあります。 
 
(2)(2)(2)(2)    受付受付受付受付    10:0010:0010:0010:00----11:3011:3011:3011:30    

・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

ードおよび競技地図（封入済み）を受付で受け取ってく

ださい。 
自分のチームのものだけを受け取ってください。他チー

ムのものは受け取らないでください。未出走チームは受

付しないでください。 
都道府県選手団の中で、参加しないチーム分の地図と E
カードはただちに受付に返却してください。 

・テクニカルミーティングで受付を行っていない都道府県

選手団と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。 
・当日参加受付はありません。 

・コンパスの貸し出しサービスはありません。 
 

(3) (3) (3) (3) ウウウウォォォォーミングアップエリアーミングアップエリアーミングアップエリア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以下の場所を指定しま

す。会場周辺で下記以外の場所でウォーミングアップす

ることは禁止します。 
家族広場（会場となる広場） 
ピクニック広場（第 1 走者スタート地点） 

アルプス公園南入口と会場間の連絡路 
アルプス公園東入口と会場間の連絡路 

 
(4) (4) (4) (4)     開会式開会式開会式開会式    11:0011:0011:0011:00----    

・開会宣言 
・主催者・主管者挨拶 
・来賓挨拶 
・優勝旗･優勝杯の返還（前年度団体優勝:東京都） 

・選手宣誓 
・都道府県選手団紹介等 
上記を行います。 

 
(5) (5) (5) (5) 競技説明・デモンストレーション競技説明・デモンストレーション競技説明・デモンストレーション競技説明・デモンストレーション    11:3011:3011:3011:30----    

・競技の流れに沿ったデモンストレーションを行います。 
 
(6) (6) (6) (6) スタート召集スタート召集スタート召集スタート召集    11:511:511:511:55555----    

・選手の招集はスタート時刻の 5 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走者のスタートエリアは会場横のピクニ

ック広場です。 

・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。このとき地図は三ツ折され、周囲

を薄いポリ袋で密封されている状態で持参してくださ

い。 
・各選手は､スタートエリアに入る前にＥカードのアクテ

ィベートを行ってください｡ 
・第 1 走者は係員の点呼を受けてスタートレーンに従って

待機してください。 

・スタートエリアに入ったのち、密封されたポリ袋を破い

て地図を取り出してください。地図のテープ止めを外し

てください。地図面を内側に折った状態として、競技開

始までは地図面を見ないようにしてください。ゴミは用

意された容器に入れ、周囲に捨てないでください。 
 
(7) (7) (7) (7) スタートスタートスタートスタート    12:0012:0012:0012:00----    

12:00 ME / WE 
12:05 MJ / WJ / MS / WS / MV / WV / XV 
12:10 M21 / W21 / MIX  

 
・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。ショートカットは失格とします。 
 

スタートエリアでの並び順 

12:00 スタート 

(1) ME 第一グループ （各都道府県から 1チーム） 

(2) ME 第二グループ （ME 残りのチーム） 

(3) WE 第一グループ （各都道府県から 1チーム） 

(4) WE 第二グループ （WE 残りのチーム） 

・同一グループ内での並び順は先着です。早く前に

出たいチームが前に出てください。 

・横の並びは 10 名を目安とします。若干数は多くて

も少なくても構いません。 

 

12:05 スタート 

(1) MJ 第一グループ （各都道府県から 1チーム） 

(2) MJ 第二グループ （MJ 残りのチーム） 

(3) MS 第一グループ （各都道府県から 1チーム） 

(4) MS 第二グループ （MS 残りのチーム） 

(5) MV 第一グループ （各都道府県から 1チーム） 

(6) MV 第二グループ （MV 残りのチーム） 

(7) WJ 第一グループ （各都道府県から 1チーム） 

(8) WJ 第二グループ （WJ 残りのチーム） 

(9) WS 

(10) WV 

(11) XV 

・同一グループ内での並び順は先着です。早く前

に出たいチームが前に出てください。 

・横の並びは 10 名を目安とします。若干数は多く

ても少なくても構いません。 

 

12:10 スタート 

(1) M21 

(2) W21 

(3) MIX 

・同一グループ内での並び順は先着です。早く前

に出たいチームが前に出てください。 

・横の並びは 10 名を目安とします。若干数は多く

ても少なくても構いません。 

 
(8) (8) (8) (8) 中継（チェンジオーバー）中継（チェンジオーバー）中継（チェンジオーバー）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

テーターズコントロールや最終コントロールで確認で

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。 
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・次走者は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。このとき地図は三ツ折され、周囲を薄いポリ

袋で密封されている状態で持参してください。 
・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｡ 
・次走者待機枠に入ったのち、密封されたポリ袋を破いて

地図を取り出してください。地図のテープ止めを外して

ください。地図面を内側に折った状態として、中継を受

けるまでは地図面を見ないようにしてください。ゴミは

用意された容器に入れ、周囲に捨てないでください。 
・誤って次走者待機枠に入った者でも、地図を密封したポ

リ袋を破いていなければ、待機枠から外に出ることがで

きます。ポリ袋を破いた場合は待機枠から外に出ること

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。不完全な場合は失格となります。 
・中継の閉鎖時刻は、15:00 の予定です。それ以降の中継

は認めません。 
 
(9) (9) (9) (9) フィニッシュフィニッシュフィニッシュフィニッシュ    

・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」ス

トリーマにより誘導です。 
・走者はフィニッシュラインを通過した後、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 15:00 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) (10) (10) (10) 繰上げスタート繰上げスタート繰上げスタート繰上げスタート    15:0015:0015:0015:00    

・15:00 までに中継ができなかった未出走者は、繰上げス

タートになります。 

・当該選手は 14:50 に次走者待機枠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｡ 

・15:00 直前まで前走者との中継を認めます。中継完成の

成否判断はフィニッシュ判定員が行います。 
・15:00 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。 
 
(11) (11) (11) (11) 速報速報速報速報    

・会場内において全クラスの速報を掲示します。 
 
(12) (12) (12) (12) 表彰式・閉会式表彰式・閉会式表彰式・閉会式表彰式・閉会式    15:3015:3015:3015:30----    

・15:30 頃から会場において表彰式・閉会式を行います。 
・表彰式次第 

結果発表 

表彰 
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 
 
(13) (13) (13) (13) 競技終了競技終了競技終了競技終了    16:0016:0016:0016:00    

・16:00 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。日没時刻は 16:30 です。 
 
(14) (14) (14) (14) その他その他その他その他    

・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。全コ

ントロール図のみ１枚 500 円です。白地図の販売はあり

ません。 
・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。また結果は、大会公式 web
ページに掲載する予定です。 

 
 

7777    留意事項留意事項留意事項留意事項    
(1)(1)(1)(1)観戦について観戦について観戦について観戦について    

・本大会の観戦は自由とします。 

・観戦者は本大会の競技者に準じた行動をとってくださ

い。立入禁止箇所は遵守してください。 
 
(2)(2)(2)(2)写真撮影について写真撮影について写真撮影について写真撮影について    

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。 
 

(3)(3)(3)(3)救護・救急救護・救急救護・救急救護・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。 
 
(4)(4)(4)(4)損害・保険損害・保険損害・保険損害・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。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。 
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各都道府県各都道府県各都道府県各都道府県        団長・監督・選手権クラス団長・監督・選手権クラス団長・監督・選手権クラス団長・監督・選手権クラス    エントリー数エントリー数エントリー数エントリー数    

都道府県 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 2 1               

03 岩 手 日下雅広 日下雅広 1           1     

04 宮 城 岡本和広 菊池正昭 1 1 1   18 1       

07 福 島 小林宗雄 渡辺研也 1   1   1   2     

08 茨 城 狩野岳也 佐々木良宜 1 1 1   1 1 1     

10 群 馬 冨澤邦男 田島聖子 1 1 1   1   1     

11 埼 玉 山口征矢 新隆徳 2 1 2 1 2 1 1 1 2 

12 千 葉 奥田健史 櫻本信一郎 2 2 1 1 2 2 2     

13 東 京 杉本光正 山本真司 1 1 2 1 2 1 2   1 

14 神奈川 橋本浩一 紺野俊介 1 1 2 1 2   1   2 

15 新 潟 古田島貴之 藤島由宇 2   1   5 1       

17 石 川 森田輝雄 松室隼人 1 1     1       1 

19 山 梨 国沢五月 尾崎弘和 1       1         

20 長 野 小林美幸 黒田幹朗 2 1   1 1         

21 岐 阜 中田茂夫 千藤昭彦 1   1       1     

22 静 岡 田濃邦彦 松澤俊行 2 1 2   1       1 

23 愛 知 角岡 明 山口尚宏 4 3 3 1 7 3 2 1 2 

24 三 重 小八重善裕 伊藤誠厚             2     

25 滋 賀 木俣順 土屋周史 1   1             

26 京 都 久保喜正 市橋国之 4 1 1   6 6     1 

27 大 阪 辻村修 奥村理也 1   2   6   2   1 

28 兵 庫 尾上俊雄 尾上俊雄 1           1   1 

29 奈 良 入谷健元 入谷健元 1                 

33 岡 山 佐藤旭一 佐藤旭一             1   1 

34 広 島 清水尊司 山本賀彦             1     

40 福 岡 佐久間千恵子 小比賀健司     1 1           

51 北海道+岩手             1         

52 三重+滋賀       1               

53 滋賀+京都                 1     

54 大阪+奈良               1       

55 兵庫+岡山                   1   

56 岡山+広島     1   1             

計 26 都道府県 計 196 チーム 35 17 24 7 58 17 22 3 13 
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団体総合得点表団体総合得点表団体総合得点表団体総合得点表    

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 

スーパー 

ベテラン 

選手権 
得点 順位 

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                       

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                       

29 奈 良                       

33 岡 山                       

34 広 島                       

40 福 岡                       

    

団体総合得点の計算方法団体総合得点の計算方法団体総合得点の計算方法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チーム得点の計算方法チーム得点の計算方法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。 
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参加チームリスト参加チームリスト参加チームリスト参加チームリスト    

男子日本選手権男子日本選手権男子日本選手権男子日本選手権ME 

クラス 所属 No 
1 走

No. 
1 走 選手名 

2 走

No. 
2 走 選手名 

3 走

No. 
3 走 選手名 補欠 選手名 補欠 選手名 

ME 北海道 1  10111  熊谷 智之 10112 杣 俊範 10113 崎原 悠 信原  靖     

ME 北海道 2  10121  武村  譲   10122 重田 泰宏 10123 山田 健一  幸村 和美   

ME 岩手 1  10311  津島 直樹 10312 日下 雅広 10313 栗城 吾央     

ME 宮城 1  10411  佐藤 悠太 10412 中井 智規 10413 内山 将一 三森 創一朗 伊藤 実 

ME 福島 1  10711  谷川慶治 10712 菅原圭生 10713 服部大揮     

ME 茨城 1  10811  佐々木 良宜 10812 高橋 雄哉 10813 西名 慧史 蛭田 晃仁 前田 裕太 

ME 群馬 1  11011  茂木 堯彦 11012 栄森 貴久 11013 福澤 昌俊 高  恒二 田村 直登 

ME 埼玉 1  11111  新 隆徳 11112 水嶋 孝久 11113 柳下 大 大塚 弘樹         

ME 埼玉 2  11121  大木 孝 11122 小林 知彦 11123 太田 貴大 千代澤 健右         

ME 千葉 1  11211  小泉 成行 11212 寺垣内 航 11213 櫻本 信一郎 奥田 健史         

ME 千葉 2  11221  池 陽平 11222 神山 康 11223 荻田 博文 石井 龍男         

ME 東京 1  11311  山上 大智 11312 篠原 岳夫 11313 結城 克哉 多田 宗弘 源後 知行 

ME 神奈川 1  11411  紺野 俊介 11412 石塚 脩之  11413 大西 康平 小暮 喜代志 橋本 浩一 

ME 新潟 1  11511  立川 悠平 11512 鎌田 健太郎 11513 小林 遼 柳瀬 陽一   

ME 新潟 2  11521  田仲 圭 11522 小山 博之 11523 新井 宏美 古田島 貴之   

ME 石川 1  11711  松室 隼人 11712 辻  晃 11713 石坂 翼樹     

ME 山梨 1  11911  石澤 俊崇 11912 小山 温史 11913 海老 成直 国沢 五月   

ME 長野 1  12011  馬場 崇史 12012 平野 弘幸 12013 片桐 拓登 片瀬泰幸   

ME 長野 2  12021  宮島 長太朗 12022 黒田 幹朗 12023 薛 孝太郎 林 城仁   

ME 岐阜 1  12111  広江 淳良 12112 西脇 正展 12113 長瀬 陽一郎 橋本 八州馬   

ME 静岡 1  12211  和久田 好秀 12212 松澤俊行 12213 長縄知晃 平井 均   

ME 静岡 2  12221  永松 敦 12222 高柳陽介 12223 山本哲也 田濃 邦彦   

ME 愛知 1  12311  谷川 友太 12312 松井 健哉 12313 田中 公悟     

ME 愛知 2  12321  樽見 典明 12322 片岡 裕太郎 12323 岡本 将志     

ME 愛知 3  12331  小野田 剛太 12332 内田 亘紀 12333 三善 研吾      

ME 愛知 4  12341  小澤 宏紀 12342 大村 拓磨 12343 山川 雅也     

ME 滋賀 1  12511  寺村 大 12512 石井泰朗 12513 藤田 純也 稲田 元樹 土屋 周史 

ME 京都 1  12611  石黒 文康 12612 宮本 佳記 12613 金谷 敏行 和田 洋介   

ME 京都 2  12621  福田 雄希 12622 伴 毅 12623 西村 徳真 市橋 国之   

ME 京都 3  12631  水藤 拓人 12632 新城 大樹 12633 中津留 聡士 松尾 遼   

ME 京都 4  12641  大箱 貴志 12642 山下 智弘 12643 小林 篤司     

ME 大阪 1  12711  後藤 陽一 12712 津國 真敏 12713 奥村 理也 山根 祥延 瀧川 英雄 

ME 兵庫 1  12811  岩倉 毅 12812 福西 佑紀 12813 八重樫 集 板谷 日出男 永田 実 

ME 奈良 1  12911  景山 健 12912 入谷 健元 12913 玉祖 秀人     

ME 岡山+広島 1  15611  菅原 克也 15612 岩城 徹  15613 名児耶 敏也     

 

女子日本選手権女子日本選手権女子日本選手権女子日本選手権WE 

クラス 所属 No 1 走 No. 1 走 選手名 
2 走

No. 
2 走 選手名 

3 走

No. 
3 走 選手名 補欠 選手名 補欠 選手名 

WE 北海道 1  20111  酒井 佳子  20112 塚田 真由美 20113 石塚 直美 幸村 和美   

WE 宮城 1  20411  幸谷 奈津美 20412 八柳 悠香 20413 菊池 ひかる 佐野 まどか   

WE 茨城 1  20811  常住 紗織 20812 山本 紗穏里 20813 白形 由貴 朴峠 周子 永井 夕里子 

WE 群馬 1  21011  平方 遥子 21012 三好 暢子 21013 田島 聖子 植松 裕子   

WE 埼玉 1  21111  伊藤 奈緒 21112 高野 美春 21113 皆川 美紀子 山岸 夏希   

WE 千葉 1  21211  千葉 妙 21212 花木 睦子 21213 宮本 知江子 小林 正子   

WE 千葉 2  21221  倉田 美知子 21222 笠原 綾 21223 津田 春菜 広江 望   

WE 東京 1  21311  渡辺 円香 21312 篠原 夏子 21313 寺嶋 貴美江 横澤 夕香   

WE 神奈川 1  21411  田村 蓉子 21412 芦澤 咲子 21413 井上 舞 金子 順子 清谷 千鶴 

WE 石川 1  21711  帖地 藍 21712 池島 美佳 21713 横山 理恵     

WE 長野 1  22011  青木 佳世 22012 小林美幸 22013 高橋 香織 出利葉理子 山本文 

WE 静岡 1  22211  若山 亜美里 22212 鈴木 夕紀子 22213 西山 絵梨香 村越 久子   

WE 愛知 1  22311  落合 志保子 22312 水野 日香里 22313 疋田 はるか     

WE 愛知 2  22321  村上 冴子 22322 柴田 彩名 22323 花井 理沙     

WE 愛知 3  22331  森 友紀 22332 伊藤 奈巳 22333 井村 一乃     

WE 京都 1  22611  井手 恵理子 22612 鳥羽 都子 22613 松本 知佐子 石蔵 友紀子   

WE 三重+滋賀 1  25211  関谷 麻里絵 25212 福井 渚 25213 加納 尚子     
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男子ジュニア選手権男子ジュニア選手権男子ジュニア選手権男子ジュニア選手権MJ 

クラス 所属 № 
1 走

No. 
1 走 選手名 

2 走

No. 
2 走 選手名 

3 走

No. 
3 走 選手名 補欠 選手名 補欠 選手名 

MJ 宮城 1  30411  山岡 由和 30412 成尾 友博 30413 菅野 敬雅 嵯峨 駿佑   

MJ 宮城 2  30421  和田 康佑 30422 羽鳥 伸吾 30423 中村 憲     

MJ 宮城 3  30431  舘山 大輝 30432 茂木 大介 30433 関 淳     

MJ 宮城 4  30441  稲垣 湧斗 30442 茂木 俊之  30443 谷川 徹     

MJ 宮城 5  30451  赤尾津 翔大 30452 杉山  将太 30453 見目 裕之     

MJ 宮城 6  30461  河井 航 30462 大坂 久登 30463 澁川 哲     

MJ 宮城 7  30471  木村 覚志 30472 井上 憲輝 30473 辻上 裕之     

MJ 宮城 8  30481  渡邉 祐司 30482 仲野 雄大 30483 石井 亘     

MJ 宮城 9  30491  前田 卓哉 30492 山崎 健太郎 30493 高橋 亮     

MJ 宮城 A 39411  井鍋 寛伸 39412 古郡 啓太 39413 佐藤 大典     

MJ 宮城 B 39421  鎗山 純 39422 加藤 拓 39423 袖村 巧     

MJ 宮城 C 39431  門口 昌宣 39432 加賀美 智史 39433 小林 洋平     

MJ 宮城 D 39441  浅井田 和宣 39442 五十嵐 悠 39443 綱嶋 俊一     

MJ 宮城 E 39451  相場 高平 39452 伊藤 和也 39453 大崎 遼     

MJ 宮城 F 39461  西本 昌史 39462 高橋 亮太 39463 中山 貴裕     

MJ 宮城 G 39471  竹田 良弘 39472 吉田 郁也 39473 野口 英一     

MJ 宮城 H 39481  折原 行希 39482 田村 祐馬 39483 矢吹 俊哉     

MJ 宮城 I 39491  杉村 俊輔 39492 南條 広記 39493 奥 俊博     

MJ 福島 1  30711  依田健志 30712 菅波拓馬 30713 熊谷光     

MJ 茨城 1  30811  萩原 睦人 30812 木間 光 30813 後藤 孔要 横井 和樹   

MJ 群馬 1  31011  高  恒二 31012 関口 智大 31013 田村 直登     

MJ 埼玉 1  31111  小山 達之 31112 弓削田 慎一 31113 長洲 卓 進藤 真樹   

MJ 埼玉 2  31121  宮崎 直人 31122 石川 聡志 31123 渡辺 登 榎戸 健人   

MJ 千葉 1  31211  宮本 樹 31212 多比羅 大 31213 吉江 一樹     

MJ 千葉 2  31221  重森 恒佑 31222 磯野 拓也 31223 梅澤 広基     

MJ 東京 1  31311  真保 陽一 31312 池田 純也 31313 山本 淳史     

MJ 東京 2  31321  平木 達也 31322 細淵 晃平 31323 太田 晶久     

MJ 神奈川 1  31411  大浦 洋平 31412 永原 耀 31413 曾原 直也     

MJ 神奈川 2  31421  大倉 秀之 31422 佐藤 陽太 31423 佐藤 大樹     

MJ 新潟 1  31511  高橋 祐貴 31512 加野 良樹 31513 佐々木勘一郎 坂井 笙   

MJ 新潟 2  31521  山本 遼平 31522 小室 祐貴 31523 新井 悠功 今野 直人   

MJ 新潟 3  31531  小松 和輝 31532 村田 祐貴 31533 石井 涼大     

MJ 新潟 4  31541  佐藤 颯汰 31542 島澤 勇人 31543 高橋 建輔     

MJ 新潟 5  31551  野村 隼大 31552 近藤 陽祐 31553 野村 龍生     

MJ 石川 1  31711  高田 翔午 31712 北 翔太 31713 金 和也     

MJ 山梨 1  31911  野本 圭介 31912 尾崎 弘和 31913 近藤 康満     

MJ 長野 1  32011  竹下 和希 32012 薛 玄太郎 32013 木村 友佳 宮島長太朗   

MJ 静岡 1  32211  宮内貴規 32212 北条洋樹 32213 石川奨 大沢良太 山下恵右 

MJ 愛知 1  32311  坂野 翔哉 32312 堀田 遼 32313 細川 知希     

MJ 愛知 2  32321  種市 雅也 32322 平原 誉士 32323 堀江 悟     

MJ 愛知 3  32331  池田 真輝 32332 大久保 雄真 32333 新谷 国隆     

MJ 愛知 4  32341  前田 悠作 32342 角田 貴大 32343 長谷川 望     

MJ 愛知 5  32351  光川 凌 32352 嶋岡 雅浩 32353 渡仲 祥太     

MJ 愛知 6  32361  牧 宏優 32362 堀 滉司 32363 川上 雅人     

MJ 愛知 7  32371  向嶋 宏記 32372 荒明 遼一 32373 橋本 薫槻     

MJ 京都 1  32611  寺田 啓介 32612 倉本 竜太 32613 岡本 耀平 松尾 遼   

MJ 京都 2  32621  鈴木 蒼 32622 中村 陽二 32623 小倉 暢     

MJ 京都 3  32631  伊藤 奎梧 32632 古賀 健太 32633 三輪 幸寛     

MJ 京都 4  32641  松下 睦生 32642 小菅 一輝 32643 宇井 賢     

MJ 京都 5  32651  安中 勇大 32652 當坂 康紘 32653 田中 宏明     

MJ 京都 6  32661  古村 堯大 32662 長谷部 達也 32663 内藤 一平     

MJ 大阪 1  32711  福井 直樹 32712 堀 裕多 32713 津髙 剛     

MJ 大阪 2  32721  杦田 士郎 32722 石橋 雄弥 32723 栗栖 怜央     

MJ 大阪 3  32731  坂口 祐生 32732 田端 恭平 32733 中西 基裕     

MJ 大阪 4  32741  高椋 章太 32742 及川 幹 32743 川上 朗彦     

MJ 大阪 5  32751  笠原 朋樹 32752 稲田 智大 32753 室 尚仁     

MJ 大阪 6  32761  廣瀬 文明 32762 平井 辰樹 32763 大井 晧平     

MJ 北海道+岩手 1  35111  關  明日香 35112 川崎 壮人 35113 松本 佳也     
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女子ジュニア選手権女子ジュニア選手権女子ジュニア選手権女子ジュニア選手権WJ 

クラス 所属 № 
1 走

No. 
1 走 選手名 

2 走

No. 
2 走 選手名 

3 走

No. 
3 走 選手名 補欠 選手名 補欠 選手名 

WJ 宮城 1  40411  田口 翠 40412 鹿志村 美帆 40413 中村 聖美     

WJ 茨城 1  40811  柳川 梓 40812 根岸 真衣子 40813 細野 詩織 篠原 咲   

WJ 埼玉 1  41111  山岸 夏希 41112 増山 友理子 41113 小泉 佳織 羽鳥 咲和   

WJ 千葉 1  41211  宮本 和奏 41212 武居 礼夏 41213 森下 歩香     

WJ 千葉 2  41221  井上 莉緒 41222 杉山 莉奈 41223 古田 紗也夏     

WJ 東京 1  41311  林 梨花 41312 平戸 優美 41313 増田 実穂     

WJ 新潟 1  41511  大関 幸織 41512 畠山 光 41513 福井 莉子     

WJ 愛知 1  42311  吉川 真由 42312 魚住 詩織 42313 小島 優     

WJ 愛知 2  42321  加地 紗綾子  42322 中村 由紀子 42323 野田 明里     

WJ 愛知 3  42331  星 美沙 42332 藤 未加子 42333 松井 恵理子     

WJ 京都 1  42611  内海 真弓 42612 坂井 あんず 42613 藤ノ井 愛     

WJ 京都 2  42621  間中 千尋 42622 中井 みのり 42623 伊藤 百花     

WJ 京都 3  42631  金原 奈央 42632 山本 友里恵 42633 宮林 里佳     

WJ 京都 4  42641  大井 綾 42642 宮坂 里穂 42643 松井 美音     

WJ 京都 5  42651  前之園 知江 42652 野島 貴子 42653 周藤 静香     

WJ 京都 6  42661  赤松 舞子 42662 熊野 ひとみ 42663 伊藤 陽菜     

WJ 大阪+奈良 1  45411  江角 友美 45412 樋口  みゆき 45413 江田 黎子 藤原 愛   

 

男子シニア選手権男子シニア選手権男子シニア選手権男子シニア選手権MS 

クラス 所属 № 
1 走

No. 
1 走 選手名 

2 走

No. 
2 走 選手名 

3 走

No. 
3 走 選手名 補欠 選手名 補欠 選手名 

MS 宮城 1  50411  岡本 敦 50412 菊池 正昭 50413 岡本 和広 小山 猛   

MS 福島 1  50711  渡辺 研也 50712 白土 英治 50713 高野 健治 久保田 宏彰   

MS 茨城 1  50811  小林 重信 50812 永井 直樹 50813 蛭田 晃仁 齋藤 貴之 藤井 範久 

MS 群馬 1  51011  富田 吉郎 51012 井口 良範 51013 土井 洋平     

MS 埼玉 1  51111  小峰 利憲 51112 木村 耕平 51113 福田 雅秀 齋藤 英之   

MS 埼玉 2  51121  白石 哲男 51122 中安 正弘 51123 須藤 馨 福原 正三   

MS 千葉 1  51211  奥田 健史 51212 鈴木 挙直 51213 宮本 幸治 大塚 校市 石井 龍男 

MS 東京 1  51311  多田 宗弘 51312 源後 知行 51313 藤生 考志 浦瀬 太郎   

MS 東京 2  51321  山本 真司 51322 杉本 光正 51323 桜井 剛 寺嶋 一樹   

MS 神奈川 1  51411  山本 保 51412 小暮 喜代志 51413 橋本 浩一 金子 竜太   

MS 神奈川 2  51421  武藤 拓王 51422 金子 竜太 51423 小泉 辰喜 西村 和人   

MS 新潟 1  51511  丸山 則和 51512 柳瀬 陽一 51513 古田島 貴之     

MS 岐阜 1  52111  千藤 昭彦 52112 大平 晃久 52113 大江 恒男 牧ヶ野 敏明   

MS 静岡 1  52211  田代 雅之 52212 田濃 邦彦 52213 平井 均 和久田 好秀   

MS 静岡 2  52221  滝 正晴 52222 鈴木 正文 52223 田畑 清士 堀本 洋   

MS 愛知 1  52311  河合 芳尚 52312 江崎 保夫 52313 山口 尚宏     

MS 愛知 2  52321  足立 辰彦 52322 高梨 雅幸 52323 竹内 利樹     

MS 愛知 3  52331  澤田 晴雄  52332 工藤 浩司 52333 大野 聡生     

MS 滋賀 1  52511  大島 健一 52512 寺村 和仁 52513 土屋 周史 福井 智 木俣 順 

MS 京都 1  52611  小野田  敦 52612 山田  剛 52613 小山 俊洋 市橋 国之   

MS 大阪 1  52711  辻村 歩 52712 瀧川 英雄 52713 山根 祥延 奥村 理也   

MS 大阪 2  52721  大林 俊彦 52722 野澤 建央 52723 横田 実 石原 孝彦   

MS 福岡 1  54011  吉村 年史 54012 半田 太郎 54013 小比賀 健司 小比賀 少子   

MS 岡山+広島 1  55611  山本 賀彦 55612 清水 尊司 55613 大原 卓     

 

女子シニア選手権女子シニア選手権女子シニア選手権女子シニア選手権WS 

クラス 所属 № 
1 走

No. 
1 走 選手名 

2 走

No. 
2 走 選手名 

3 走

No. 
3 走 選手名 補欠 選手名 補欠 選手名 

WS 埼玉 1  56111  須藤 友絵 56112 植松 彩 56113 加藤 伶子 渡部 裕美子   

WS 千葉 1  56211  広江 望 56212 山川 順子 56213 座間 奈美江 宮本 知江子   

WS 東京 1  56311  横澤 夕香 56312 増山 歩 56313 浦瀬 香子 西脇 博子   

WS 神奈川 1  56411  宮川 祐子 56412 清谷 千鶴 56413 金子 順子     

WS 長野 1  57011  高橋 美和 57012 齋藤裕美 57013 薛 収子 出利葉理子 山本文 

WS 愛知 1  57311  江崎 明美 57312 澤田 慶子  57313 工藤 千晶     

WS 福岡 1  59011  半田 博子 59012 佐久間千恵子 59013 青木 愛 小比賀 少子   
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男子ベテラン選手権男子ベテラン選手権男子ベテラン選手権男子ベテラン選手権MV 

クラス 所属 № 
1 走

No. 
1 走 選手名 

2 走

No. 
2 走 選手名 

3 走

No. 
3 走 選手名 補欠 選手名 補欠 選手名 

MV 岩手 1  60311  鈴木 宏 60312 菅原 健一 60313 三澤 儀男     

MV 福島 1  60711  加藤 一郎 60712 七宮 勝広 60713 永井 栄寿     

MV 福島 2  60721  堀切 秀敏 60722 小林 宗雄 60723 橋本 松夫     

MV 茨城 1  60811  濱 高廣 60812 黒羽 和之 60813 藤井 範久 上野山 禎造   

MV 群馬 1  61011  植松 裕子 61012 小嶋 愼一 61013 冨澤 邦男     

MV 埼玉 1  61111  小笠原揚太郎 61112 橘 直隆 61113 海老沢 正 齋藤 英之   

MV 千葉 1  61211  小山 清 61212 田中 徹 61213 小林 岳人     

MV 千葉 2  61221  大塚 校市 61222 石井 龍男 61223 鈴木 榮一     

MV 東京 1  61311  二木 誠 61312 鈴木  規弘 61313 上田 俊雄     

MV 東京 2  61321  荒井  正敏 61322 後閑 茂弘 61323 天明 英之     

MV 神奈川 1  61411  下山 敬史 61412 茅野 耕治 61413 五十嵐 則仁     

MV 岐阜 1  62111  橋本 八州馬 62112 志方 英三 62113 鹿野 勘次 中田 茂夫   

MV 愛知 1  62311  宮崎 敦司 62312 角岡 明 62313 新家 秀男     

MV 愛知 2  62321  内藤 ヒロオ 62322 松橋 徳敏 62323 粟野 義明     

MV 三重 1  62411  伊藤 哲夫 62412 小八重 善裕 62413 伊藤 誠厚 金子 八三   

MV 三重 2  62421  谷    秀司 62422 宮林   修 62423 宮田 敏雄 前田 亮一   

MV 大阪 1  62711  愛場 庸雅 62712 西田 伸一 62713 阿部  昌隆 城森 博幸   

MV 大阪 2  62721  河合 利幸 62722 飛松 淳一 62723 井上 仁     

MV 兵庫 1  62811  板谷 日出男 62812 岡本 隆之 62813 永田 実 石井 博昭 尾上 俊雄 

MV 岡山 1  63311  中原 信一 63312 梶房 修身 63313 寺松 克訓 佐藤 旭一 濱上 進 

MV 広島 1  63411  伊東 博司 63412 谷 正春 63413 堀江 康博 小川 敬三 三好 正夫 

MV 滋賀+京都 1  65311  平島 俊次 65312 古津 和夫 65313 古川  勝美     

 

女子ベテラン選手権女子ベテラン選手権女子ベテラン選手権女子ベテラン選手権WV 

クラス 所属 № 
1 走

No. 
1 走 選手名 

2 走

No. 
2 走 選手名 

3 走

No. 
3 走 選手名 補欠 選手名 補欠 選手名 

WV 埼玉 1  66111  齋藤 まどか 66112 海野 とみ子 66113 渡辺 加与美 加藤 伶子   

WV 愛知 1  67311  三井 由美 67312 石田 美代子 67313 長瀬 朋子     

WV 兵庫+岡山 1  65511  松本 和美 70512 芝 聖子 70513 吉村 和子     

 

スーパーベテラン選手権スーパーベテラン選手権スーパーベテラン選手権スーパーベテラン選手権 XV 

クラス 所属 № 
1 走

No. 
1 走 選手名 

2 走

No. 
2 走 選手名 

3 走

No. 
3 走 選手名 補欠 選手名 補欠 選手名 

XV 埼玉 1  71111  山口 征矢 71112 原野 幸男 71113 海野 忠秋 加藤 伶子   

XV 埼玉 2  71121  井上 稔雄 71122 中山 勝 71123 田島 三郎 田中 博   

XV 東京 1  71311  児玉  拓 71312 高橋  厚 71313 宇野  明子     

XV 神奈川 1  71411  鈴木 英一 71412 小嶋 信義 71413 伊藤 清     

XV 神奈川 2  71421  今井 信親 71422 高橋 猛 71423 河村 健二     

XV 石川 1  71711  森田 輝雄 71712 大塚 雅三 71713 清水 栄一     

XV 静岡 1  72211  小橋 至 72212 藤田 和男 72213 堀本 睦 村越 久子   

XV 愛知 1  72311  小野 盛光 72312 佐藤 政明 72313 小幡 昭次     

XV 愛知 2  72321  岡野 英雄 72322 石田 亘宏 72323 永井 昇     

XV 京都 1  72611  近藤  義弘 72612 塚田  元朗 72613 久保  喜正     

XV 大阪 1  72711  前田 春正 72712 辻村 修 72713 小嶋 裕 澤地 實 御勢 健二 

XV 兵庫 1  72811  磯部 貞夫 72812 井口 邦弘 72813 尾上 俊雄 松本 和美 芝 聖子 

XV 岡山 1  73311  濱上 進 73312 山縣 正昭 73313 佐藤 旭一 梶房 修身 吉村 和子 
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一般クラス一般クラス一般クラス一般クラスM21 

クラス 所属 
1 走

No. 
1 走 選手名 

2 走

No. 
2 走 選手名 

3 走

No. 
3 走 選手名 補欠 選手名 

M21 早大 OB-A 80011  赤坂 太郎 80012 大塚 友一 80013 立花 聡   

M21 ツンデレーション 80021  柴沼 隼人 80022 松本 萌希 80023 波多野 利樹   

M21 凹喫茶 80031  降旗 健 80032 福田 大輔 80033 牧山 知彦   

M21 お父さんは自宅 80041  久保田 皓貴 80042 坂梨 敬哉  80043 澤口 弘樹   

M21 チームロニクス 80051  野川 裕一朗 80052 幸原 朋広 80053 吉野 信   

M21 KOLC 80061  黒田 勇人 80062 横井 智哉  80063 小室 隆之   

M21 早大 OC-A 80071  丸山 拓 80072 新見 哲也 80073 太田 瑛佑   

M21 早大 OC-B 80081  藤村 陸 80082 岩沢 翔平 80083 川上 敦丈   

M21 滋賀県－Ａ 80091  稲田 元樹 80092 福井 智 80093 寺嶋 一樹 木俣 順 

M21 石川鉄人会 80101  佐野 弘明 80102 畝林 誠 80103 宮村 稔   

M21 MAX☆漢心 80111  松澤 卓也 80112 白崎 隆宣 80113 高島 拓也 川崎 隆大 

M21 きんだいたいこ 80121  伊與 悠登 80122 小山 健司 80123 丹保 卓 川崎 隆大 

M21 きんだいーこ 80131  高嶋 健伍 80132 小山 智弥  80133 横田 勇輝 川崎 隆大 

M21 ちーむ初心者 80141  伏江 君也 80142 北川 拓弥 80143 金津 壮一郎 川崎 隆大 

M21 親分とその仲間達 80151  谷井 敦也 80152 大柳 敦史 80153 廣部 達哉 川崎 隆大 

M21 名大 OLC-A 80161  徳田 光策 80162 鵜瀬 和秀 80163 瀧本 拓央 山田 好信 

M21 名大 OLC-B 80171  山田 好信 80172 谷 祐樹 80173 菅谷 裕志 星野 朗広 

M21 名大 OLC-C 80181  星野 朗広 80182 山本 匡毅 80183 上郡 敬史 徳田 光策 

M21 明日にかける橋 80191  新見 健輔 80192 齋藤 遼一 80193 田邉 拓也   

M21 東北大一般 C チーム 80201  伊藤 展高 80202 阿部 一樹 80203 橋本 英明   

M21 大阪硬派軍団 80211  木村 洋介 80212 若林 宗平 80213 小西 宏 
石原 孝彦 

阪本 博 

M21 がんばろう岩手-B 80221  佐藤 広志 80222 横田 塁 80223 石黒 裕將   

M21 がんばろう岩手-C 80231  宮林 周平 80232 山内 司 80233 丹羽 一輝   

M21 がんばろう岩手-D 80241  成田 佑基 80242 佐藤 仁 80243 佐藤 健吾   

M21 がんばろう岩手-E 80251  小野寺 翔 80252 花水 康一郎 80253 佐藤 哲朗   

M21 がんばろう岩手-F 80261  舟山 昂佑 80262 原田 裕大 80263 外谷 崚   

M21 東大 OLK-H 80271  糸賀 翔大 80272 伊東 裕章 80273 岩田 健太郎   

M21 東大 OLK-I 80281  宇佐見 幹 80282 久保田 雄起 80283 盛尾 英暉   

M21 東大 OLK-J 80291  蜂須賀 久晴 80292 西村 陽樹 80293 小島 拓也   

M21 東大 OLK-K 80301  長友 悠 80302 田森 宥好 80303 林 俊太   

M21 東大 OLK-L 80311  田上 敦英 80312 藤原 吉高 80313 羽野 嵩志   

M21 東大 OLK-M 80321  堀越 和宜 80322 三谷 洋介 80323 鈴木 良広   

M21 東大 OLK-N 80331  燧 暁彦 80332 古里 亮太 80333 小石原 暉   

M21 東大 OLK-O 80341  石野 夏幹 80342 宇川 裕亮 80343 石輪 健樹   

M21 東大 OLK-P 80351  牧野 達哉 80352 田村 晃太郎 80353 中野 雅之   

M21 岩手県立大学 B 80361  加賀 俊介 80362 柳沼 和 80363 猪野 基雄   

M21 岩手県立大学 D 80371  武藤 寿光 80372 後藤 大地 80373 樋口 広樹   

M21 静岡県 1 80381  庄田 陸平 80382 鳥山 聡志 80383 高柳 陽介   

M21 静岡県 2 80391  山下 恵右 80392 大沢 良太 80393 山田 晃司   

M21 静岡県 3 80401  伊波 俊 80402 小槙 佑弥 80403 園田 一樹   

M21 静岡県 4 80411  石川 晃成 80412 中本 雄介 80413 吉川 明成   

M21 静岡県 5 80421  小林 達也 80422 赤羽 賢祐 80423 大山 優人   

M21 新潟大学 80431  坂井 笙 80432 今野 直人 80433 小林 賢太朗   

M21 埼玉 M21 80441  千代澤 健右 80442 宮城島 俊太 80443 高橋 元気   

M21 やる気・元気・楠 80451  楠 恵輔 80452 久保田 翔 80453 大嶋 拓実   

M21 東工大 OLT-A 80461  保川 一歩 80462 宮崎 大地 80463 山田 晋太朗   

M21 東工大 OLT-B 80471  山本 剛史 80472 小林 涼介 80473 曽原 直也   
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W21 早大 OC-D 81011  大橋 朋未 81012 伊藤 詩織 81013 山田 陽子   

W21 スピカ、襲来 81021  渡邉 彩香 81022 佐藤 友理 81023 日比谷 由紀   

W21 東北大学 W 81031  飯田 ひかる 81032 堀口 奈保 81033 沢田 慧   

W21 がんばろう岩手-A 81041  畠山 真紀 81042 江口 沙綾 81043 高橋 美誉   

W21 がんばろう岩手-G 81051  大蔦 良実 81052 菅原 花 81053 小野 萌   

W21 東大 OLK-D 81061  田村 美香 81062 森田 早紀 81063 星野 智子   

W21 東大 OLK-E 81071  秋吉 美里 81072 渡邉 文子 81073 寺岡 倫子   
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W21 東大 OLK-F 81081  山岸 史佳 81082 磯田 みつき 81083 宮田 理紗   

W21 東大 OLK-G 81091  稲毛 日菜子 81092 田中 千晶 81093 春名 敦子   

W21 岩手県立大学 C 81101  板澤 李子 81102 多田 智美 81103 高嶋 智美   

W21 岩手県立大学 A 81111  横田 愛実 81112 藤澤 優 81113 田村 佳菜子   

    

一般クラス一般クラス一般クラス一般クラスMIX 

クラス 所属 
1 走

No. 
1 走 選手名 

2 走

No. 
2 走 選手名 

3 走

No. 
3 走 選手名 補欠 選手名 

MIX 山口県 MIX 82011  新見 和教 82012 小柳 優紀 82013 川端 勲   

MIX 早大 OC-C 82021  市之瀬 春佳 82022 水木 啓介 82023 井戸川 祥子   

MIX 滋賀県－B 82031  坪井 嘉広 82032 石井 祐子 82033 木俣 順 寺嶋 一樹 

MIX 神奈川魂走 82041  西村 和人 82042 今井 栄 82043 高橋 明美   

MIX 福島県 MIX 82051  白土 タカ子 82052 久保田 宏彰 82053 廣田 雅幸 高野 健治 

MIX MAX☆乙女心 82061  野澤 麻乃  82062 松岡 里沙 82063 林 竜太郎 川崎 隆大 

MIX 長野県 OL 協会 82071  片瀬 泰幸 82072 出利葉 理子 82073 山本 文 稲本 美郎 

MIX あおきんじょうたけうちあき 82081  金城 千晶 82082 青木 孝道 82083 竹内 誠史   

MIX Queen's punching finish 82091  新野 純平 82092 佐野 まどか 82093 市川 晋   

MIX OHT 一流 82101  蔵田 真彦 82102 針谷 尚幸 82103 井手 千寛   

MIX 大阪両手に花 82111  田嶋 允貴 82112 藤原 愛 82113 石原 孝彦 
石川 実起 

小西 宏 

MIX チーム新潟 82121  藤島 由宇 82122 丸山 由美子 82123 和久田 裕介 
丸山 則和 

古田島 貴之 

MIX 東大 OLK-A 82131  古川 直樹 82132 福吉 桜子 82133 板倉 理夏   

MIX 東大 OLK-B 82141  山口 遼子 82142 山本 紗希子 82143 丹羽 史尋   

MIX 東大 OLK-C 82151  榎本 梨乃 82152 横山 綾 82153 岩瀬 亮   

MIX 静岡県 6 82161  村越 久子 82162 堀本 洋 82163 大月 隆寛   
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