
 
 
 
 
 
 
北の学連から順にインカレ参加校の紹介です。 

創部１年目のフレッシュな大学あり、部員数５０人を超える大学あり、個人戦優勝を狙う選手あり、

目標を達成できなければ頭を丸める！？選手あり、部員４人でリレーエリート完走を目指す大学あり、

今年こそと復活にかける大学あり…。各大学の個性や特徴を知ると応援にも熱が入るのでは。 
新人クラスの有力選手は、全国的にはまだ知られていない人も多いので特に要チェックです。 
トトに参加される方は、エントリー数もぜひ予想の参考にしてください 
  

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由

インカレでの目標

何か一言

北海道大学
北海道札幌市北区北１７条西７丁目北海道大学体育館内体育会室

部長を中心として日々トレーニング、練習に打ち込み
インカレでの上位進出を目指して頑張っています。

楽しい仲間が集まった部です。

毎週日曜日練習会、各種大会への参加、北大大会の開催

男　１３人　　　女　３人 インカレへのエントリー数 ME１人　　　MAL５人　　　MF６人

西村敦史

北大が誇るカリスマ部長です。
部員からはガチの愛称で親しまれています。

惜しくも、エリートにはなれませんでしたが、
併設で爆走を見せてくれるでしょう。

星河廣樹

各個人が自分のベストを出し切る事です。
そうすれば、おのずと、個人戦、リレーともに結果はついてくるでしょう。

北の雄、万年ダークホースの北大は今年もこっそり入賞をいただきます。
本州の皆さん覚悟しておいてくださいね。

 

 

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手

新人有力選手

インカレでの目標

何か一言

ここ数年果たせていないリレーでの完走が最大目標。
今年は男女あわせて３人ものクラッシックエリートが誕生、

下級生の成長もあり、あわよくばさらに上も目指せる布陣は整っている。

岩手県盛岡市

いつでもどこでも笑顔が絶えない、そんなアットホームな雰囲気が売り物。
今年は３年ぶりに岩大大会を開催し、部員間の結束も強まっており、

また競技面でも進境著しい。

毎週土曜日練習会、各種大会への参加、岩大大会の開催

男２１人　　　女１０人 インカレへのエントリー数 男１７人　　　　女８人

まず期待されるのが個人戦エリートに出場する３人。女子の下村は３年連続の出場で、入賞の
期待が高まる。男子の南茂、山口は岩大からは８年ぶりの出場となるが、どこまで上位を脅か

せるか？一般クラスでは、若手の細田、及川、三上が上位に食い込む。
鎌田は１０位以内をはずした場合は頭を丸める。

男子は、スピードの小松田、テクニックの阿部の二強選手が有力。
女子はスタミナ充分の幸村。宿命のライバル・角田(岩手県立大)との女の戦いが見物。

どの選手もＦクラス１０位以内に入る力を持つ。

シャーッ！！まじポンッ！？ドォーンッ！！！

岩手大学



大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手 名前 理由

名前 理由

名前 理由

名前 理由
インカレでの目標

何か一言

４選手とも、シード選手としての推薦基準を満たしている。

団体戦優勝・クラシック男女１位・表彰台占有率60％

勝ちにいきます！

姫野祐子･堀江守
弘・櫻本信一郎・

浜田尚

私達東北大ＯＬＣは、現在、男子49人、女子1人で活動しています。
昨年４月には新入部員が20人以上はいり、部室はとても活気があります。

また、昨年9月にはＪＯＡ公認東北大大会を開催しました。
この勢いで、インカレも優勝間違いなし！？

普段は個人個人でランニングなど練習しておりますが、しばしば合トレが企画され
みんなでＬＳＤやインターバルをやったりします。休日には毎週のように
練習会が企画され仙台近郊のテレインでオリエンテーリングをします。
また学校の近くに青葉山のテレインがあるので平日にも朝練や昼休みに

山に入って練習する人もいます。

新人有力選手

廣崎旭宏 インカレショートＭＦ３位入賞。

光谷友樹 最近の部内1年チャンピオン

後藤陽一 なんかやりそう

男　４９人　　　女　　１人 インカレへのエントリー数 ME８人　　WE１人　　MAL１２人　　MF１９人

東北大学
〒980-8577　仙台市青葉区片平2丁目1-1

 
大学名

所在地

部員数

クラブ紹介

活動内容

インカレでの目標

何か一言

宮城学院女子大学
宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘9-1-1

女　１４人 インカレへのエントリー数 WE３人　　　WAL７人　　　WF３人

部員は現在４年５名、２年６名、１年３名の１４名です。
一見おとなしそうな娘達もトリムを着れば大変身！？

藪をきったり、がけを登ったりはなんのその・・・頑張ってます。

週末にオリエンをする他、平日は学校の近くの｢水の森｣を走ったり、地図読みをしています。

『表象台に立ってみんなで写真を撮る。』

一人一人がそれぞれのインカレを楽しみたいと思います。
ＭＧのＭはミラクルのＭ！！みんなでミラクル起こします☆

 

 
 

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由

インカレでの目標

何か一言

｢初参加だから…｣の言い訳はなし。
“創部1年目での番狂わせ”は今年しかできないので、当然勝負にいきます。

まずは、はじめまして！よろしくお願いします。
選手や大学を覚えてもらえるよう、精一杯走ります。

高橋徹(ＭＦ)

リレー１走で勝率１００％を誇るスタートダッシュ、ラス
ポ・ゴール間の上位ラップ率４割など、見える所でははりき
る選手。サークル内では群を抜く遠征王(12月末時点で県外
へ17レース、推定総移動距離は13000ｋｍ)でもある。“動く

ネタ帳”、“Ｗブッキング王”などの異名を持つ。

角田明子(ＷＦ)

北東学練セレクションなどで新人王も経験。
控えめな言動とは裏腹にテレインでは大胆な走りを続け、

ＷＦクラスのレースで勝利を重ねてきた。
｢創部1年目で表彰台｣の偉業を達成し、県大ＯＬＣの歴史の
最初に名前を刻むことができるとすれば、彼女が最有力であ

る。

岩手県立大学
岩手県滝沢村。盛岡市のすぐ隣とは思えぬほど、冬の厳しさが違う。ちなみに、町村

のなかで日本一の人口(約５万２０００人)を誇る。

創部１年目！つまり、今回がインカレ初登場です！！

まだ１年目なので、岩手大学さんのお世話になりながら練習しています。
レースだけでなくレク的な面も重視し、楽しむ事がモットー。

男４人・女９人 インカレへのエントリー数 ＭＦ２人、ＷＦ２人、ＷＢ１人



 

 

 

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手　 名前 理由
インカレでの目標

何か一言

ベストを尽くす。

最後まで全力で頑張ります！

体トレ、ジョグ、山走り、地図読みなど

高橋　雄哉 とにかく速い！ガッツがある！

図書館情報大学
茨城県つくば市春日1-2

仲良く雰囲気のいい集団です。個性豊かな人が多いです。

男１４人　　　女１３人 インカレへのエントリー数 MAL７人　　　WAL１人　　　MAS３人　　　WAS２人

 

新人有力選手

インカレでの目標

何か一言 気合を見せる

結果でしたが、得意なクラシックということで
昨年の6位以上を期待したいです。

男子は入賞、女子は優勝です！

残念ながら…

大学名

部員数

電気通信大学
MAL　１０人　　　MF５人男　　１９人 インカレへのエントリー数

大学名

所在地

大学紹介

部員数

クラブ紹介　

活動内容

千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33(西千葉キャンパス)

我が部はもうすぐ創部30年を迎える伝統ある部です。
ここ数年千葉大大会が開かれていないが来年度には復活するか！

早稲田、筑波、東大、農工などと対抗戦を行っています。
また夏に2回、冬、春に1回合宿を行い部員の結束や技術を高めています。

千葉大学

ME1人　WE4人　MAL13人　WAL6人　MS3人　MB１人　MF6人　WF3人

千葉大学の敷地は、西千葉、亥鼻および松戸・柏の3地区に分かれて、９つの学部に約1万2千人
余りの学生がいます。西千葉地区には総武線西千葉駅前の千葉市稲毛区弥生町に39万m＆SUP
２；に及ぶメインキャンパスが置かれ、ここに大部分の学部その他の施設が集中されていま

す。亥鼻地区は千葉市中央区亥鼻に医学部、看護学部および医学部付属病院等が、松戸・柏地
区には園芸学部等が置かれています。

男２９人　　　女１８人 インカレへのエントリー数

注目選手 名前 理由花木睦子

昨年入賞の選手です！
今年のショートではシードになったものの9位という

クラブ紹介　

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由
インカレでの目標

何か一言

福岡典幸

結果よりも過程。みんな楽しくやれ、自己ベストを尽くせればいい。

遭難者を出さない、出させない、死なせない。

みんなで楽しんでやることを重視している同好会です。
のんびり、のびのびとした、平和な人達の集いです

オリエンが大好きなあまり、徹夜でキャンプなどをしつつ練習したりしてます。
普段はﾐｰﾃｨﾝｸﾞなどをして脳内オリエンを堪能しています。

久保田壮一
あの電気通信大学の現部長。冷静な判断力、自然への優し

さ、　　ツボったときのさわやかな笑顔はオリエン界のファ
ンタジスタと呼ぶにふさわしいのでは？と思ったから。

大学名

大学紹介

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由
インカレでの目標

何か一言

湯山永久 新人戦で優勝した

男子はリレー選手権クラス3位、女子はリレー選手権クラス優勝

目指せ！インカレ優勝！！

茨城県つくば市天王台

現役生、OBOG関係なく、和気あいあいと楽しくオリエンテーリングや
それ以外の活動もやってるサークルです

毎日ジョギング。週末には関東のどこかでオリエンテーリング。

坂本貴史 JWOCに参加して実力をのばした

男　　１９人　　　女　　７人 インカレへのエントリー数 ME２人　WE３人　MAL５人　WAL１人　MF６人　WF２人

筑波大学
理工学や文学といったものだけでなく、芸術や体育など色々な学群のあるユニークな大学で

す。とても大学が広く、最近図書館情報大学とも合併しさらに広くなりました。



 

 

大学名

所在地

部員数

活動内容

新人有力選手

インカレでの目標

何か一言

入賞目指して自分の力を出し切って走ります

目標達成のためがんばっていきます！

学校周辺や近くの森林公園で練習会を開いています

茨城大学
茨城県水戸市

男１７人・女５人 インカレへのエントリー数 ＭＡＬ７人、ＷＡＬ２人、ＭＦ１０人、ＷＦ３人

吉田なゝ恵

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手

新人有力選手

インカレでの目標

何か一言

がんばる

この原稿遅れてごめんなさい

今ががんばり時

周１のミーティングと飲み会・・・

埼玉大学
埼玉県さいたま市

男１９人・女７人 インカレへのエントリー数 ともに０人・・・

元・エリート安田さん・・・・・

落合君しかでないです・・・・・

 

インカレでの目標

何か一言

6位入賞

今年の東工大は、記録と記憶の両方を残すつもりなので注目よろしくお願いします！

 
 

新人有力選手 名前 理由羽賀岳尋選手　
入部当初から走力があり大舞台に強いので期待

が持てる選手です。

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由

インカレでの目標　

何か一言 きっと会場にいらっしゃる皆さんも梅子色に染まりたいと思うはず！！

津田塾大学
東京都小平市津田町2丁目1-1

東大OLKに所属しており、現在4年生10名、3年生2名、2年生2名、1年生7名の計21名で活動中。
学内にある部室には必ず誰かがいて、自然とその場に集まってしまうといった感じに
学年を問わず仲良く活動しています。インカレにこられなかったメンバーの分まで、

思う存分楽しんで＆頑張って＆インカレの雰囲気に飲まれてきます。

毎週月曜日お昼休みに梅子ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ(諸連絡や確認など)。春と冬に梅子合宿(親睦会)。
インカレショート前には梅子杯(トレーニング企画)を実施。
その他OLKの活動に参加(練習会・合宿・イベントなど)。

女　２１人 インカレへのエントリー数 WAL３人　　WAS１人　　　WF４人

関戸紀子 津田塾OLKの中心人物だから

日名有砂
４年生３人・２年生１人・１年生４人とインカレ参加者５０％以上が未だにteenagerです。こ
の若さを生かして、インカレ会場に梅子色（ショッキングピンク！！）旋風を巻き起こすこ

と。
そして、梅子色の派手さに負けないような輝かしい活躍をする。これが私たちの目標です。

梅子色が８人も集まればきっとすごいはず…ご期待ください。

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手 名前 理由前田裕太

うちのクラブで今年度もっとも成長した選手であり、
もっとも速い選手です。インカレに照準をあわせて

トレーニングをしているらしいのでどれだけの成績を
残すのか非常に楽しみだと思います。

東京工業大学
東京都目黒区大岡山2-12-1：神奈川県横浜市緑区長津田町4259

東工大OLTは、現在部員数34人の関東でも有数の大所帯で活動を行っております。
部員それぞれが部に目的意識を持ち在籍しておりその中での共通のつながりは、

オリエンでありまた居心地のよい部室です。つまりうちは、ある時はオリエンをし、
またある時は部室で遊び、そしてまたある時は酒で交流を深めるそんなクラブというわけで

す。
水曜の練習(校内でのオリエン等)・金曜のテクニカルミーティング・日曜のオリエンテーリン
グ　　　　　　　　を基本として行い、その他に年数回の合宿や他のイベントを取り入れてい

ます。

男  34人 インカレへのエントリー数 ME２人　　MAL１６人　　MAS５人　　MF８人



 

クラブ紹介　

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手

インカレでの目標

何か一言

全員完走

なぜベストを尽くさないのか

全員

会」、「理工連盟理工オリエンテーリング」の大学公認２サークルで活動しています。去年で３
０周年を迎えました。意外と歴史のあるサークルです。COLCのメンバーは、サッカーが好きな人
が多いため、去年は他大とサッカー対抗戦もしました。オリエンの参加率よりサッカー参加率が
多かったので、驚きで したが・・・。それでも、大会の時には１年生も多く参加してくれてい
るので安心しています。現在女子部員が少ない為、来年度は勧誘で頑張らなければと部員全員

思っています。

サッカーなど

尾崎友昭 熱い男

大学名

所在地

部員数

活動内容

注目選手 名前 理由青木博人４年

インカレショートA-final２連覇！！
二年次から団体戦メンバーとして東大を引っ張ってきた。

男５３人・女０人 インカレへのエントリー数

東京大学
東京都目黒区駒場/文京区本郷/

ほぼ毎週土日に東京近郊のテレインで練習会をしています。

MAL19人　MAS6人　MB2人　MF12人

 

注目選手 名前 理由

注目選手 名前 理由

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由

インカレでの目標 全国一の盛り上がり。全国一の結果。

山崎貴彦１年
一年生ながら本セレクションを通過した。インカレショート
でもA-final出走などＪＷＯＣ代表の実力を見せている。

久野雄介４年

２回のＪＷＯＣの海外遠征で培ったテクニックは天才的。
青木同様２年から団体戦メンバーとして東大を支えてきた。
２年連続でインカレショートA-final入賞を果たしている。

今回の本セレクションではトップ通過をしている。

長瀬裕樹
矢板インカレショートでは新人クラス優勝を果たした。
また山崎と同じく一年生ながら関東プレセレクションを

通過し昨日の本セレクションも完走した。

小熊武彦４年
ここ数年着実に力をつけ、昨年の愛知インカレＭＥクラス

４位入賞、今年の矢板インカレショート２位と
安定して好成績を残している。

大学名

所在地

部員数

実践女子大学
中央線日野駅

女　１４人 インカレへのエントリー数 ＷＡＬ２名　　 ＷＦ３名

 

大学名

所在地

大学紹介

部員数

中央大学は、多摩の多摩校舎、後楽園の後楽園校舎の２つがあります。しかし、この２つの校舎
は距離がかなり離れているため、交流が難しいです。後楽園校舎の学生は、半期のみ週一で、多
摩での授業があります。後楽園校舎に通う学生にとっては、多摩校舎を見られる為、いいのです
が、なにぶん交通費がかかる＋早起きをしなければならないという条件付なので、いいのやら、
わるいのやら・・・。でも、多摩校舎はいいところです。　後楽園校舎も去年に新校舎が建てら
れ、上の階からの景色は最高です。夜に行くと、遊園地や、ラクーアのネオンがGOODです。

中央大学オリエンテーリングクラブ（COLC)は、「体育同好会連盟オリエンテーリング同好

MAL　５人、WAL　１人、ＭF　５人

中央大学
東京都

男１８人・女２人 インカレへのエントリー数

クラブ紹介　

活動内容

新人有力選手

インカレでの目標

何か一言

全員です。今までやってきた成果を発揮してくれれば
いいタイムを出すことが出きると思っています

東大ＯＬＫと活動を共にし、練習をしています。
毎週水曜にはＭを開きサークルのこと学校のことなど話して楽しんでいます。

年に２回ほど実践の合宿所を利用し「日野合宿」を行なったりもします

全員が楽しんでいい思い出になるようなインカレを目指します。

思いっきりインカレの雰囲気を楽しもうと思っています。
レースはもちろん応援でも一生懸命がんばります

東大ＯＬＫに所属しています

また東大キャプテンとしてインカレに対する思いは人一倍強
い！



 

 

名前 理由

インカレでの目標

何か一言

復活本女！みんな目指せ表彰台！！

今年の本女は一味も二味も違います。伊賀で吹き荒れる本女旋風に乞うご期待！！

台を逃したが、インカレではこないだの悔しさをばねにはじ
けてくれること間違いなし！！

そして…もちろん1年生も本女はすごいっ！

 
 
 
 

黒澤侑加
を　轟かせている彼女。インカレショートでは惜しくも表彰

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介

活動内容

名前 理由

名前 理由

名前 理由

注目選手

朴峠周子

知らぬ人はいない、本女の若きエースです！昨年は
JWOC代表選手として海外で修行を積んできました｡
見かけからは想像もつかない、山の中での彼女の

アグレッシブさに期待大です♪

石山佳代子

がっつりで有名な彼女。彼女のがっつりさに
ついていける人はいません。。。

オリエンがあるとなるとどこへでも飛んで行ってしまう
彼女は本女の期待の星です☆

インカレ・インカレショート参加、OC大会開催、対抗戦、練習会の開催などなど

そして、本女生全員が期待大！！今年の本女は一味違う！？

日本女子大学
東京都文京区目白台2-8-1

早稲田大学、東京都立大学と一緒に活動しています。昼も夜もがんばってきます★

女　　１５人 インカレへのエントリー数 WE３人　　WAL６人　　WAS２人　　WF４人

新人有力選手

白石佳子

インカレショートで初の表彰台を経験した彼女。
一年生ながらも落ち着いた確実なレースをしています。

そして、インカレショートのときよりも確実に
レベルアップしている彼女の爆発に期待大です！

関東学連における新人戦での入賞など、すでに関東にその名

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由
インカレでの目標

何か一言

インカレなどの公式な大会、他大学との対抗戦、及びそれに向けての練習、新歓、
ＯＣ大会などの早大ＯＣとしての活動+都立トレーニング+都立ミーティング

米田　稔 最後のインカレに挑む４年生に期待！

東京都立大学

安藤　亮

リレーエリート完走！

もう少し部員を増やしたいので、新歓がんばります！やはり女の子がほしいかな・・・・。

東京都八王子市南大沢

１～４年まで男１人ずつの計男４人ですが、決してむさくるしくはありません！
さわやかに仲良くやってます。そして、普段は早大ＯＣとして早稲田大学、

日本女子大学の人達と一緒に活動しているので寂しくないです！
最近はインカレに向けて都立だけでトレーニングに取り組むなど精力的に活動しています。

男　４人 インカレへのエントリー数 MAL３人　　　MF１人

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

新人有力選手

インカレでの目標 リレー完走。一生思い出に残る汗をかく

藤田慎也（今回のインカレには不参加）

私たち大東文化大学オリエンテーリング愛好会は、昨年と比べて人数を大幅に減らしました。私
たちはサークルとして活動しているということもあり、目標は各自で設定しています。そのた

め、目標の高い人から低い人まで様々です。目標は各自でといっているものの一つ、共通の目標
があります。それはインカレでベストを尽くすということです。本番ではベストを尽くせるよう

頑張ります。
東京農大とともにＯＬＧとして大会・練習会・合宿・飲み会などを行っています。

大東文化大学
東京都板橋区・埼玉県東松山市

男４人・女３人 インカレへのエントリー数 ＷＢ１名、ＸＵ３名



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1慶應義塾大学日吉キャンパス塾生会館216
オリエンテーリング同好会

相模女子大学と提携して週末を中心に大会参加、OL練習会などを行っています。
今年度から稲津隆敏さんがチームＫＯＬＣの監督に就任されました。

新歓合宿、夏合宿、中級者合宿、12月合宿、2月合宿2回、OB追出合宿、

慶應義塾大学（提携、相模女子大学）

男13人 インカレへのエントリー数 ME3人、MAL6人、MF4人

 

活動内容

注目選手 名前 理由

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由

インカレでの目標

何か一言 今年のＫＯＬＣは違います。楽しめるＩＣを作るために万全の準備をしている。

真壁 啓司選手
登坂とは対照的に高校時代陸上で鍛えた強靭な体力をもつ

スピード派。体力的には選手権クラスに遜色はないが
やや技術面がまだ不安定。将来に期待。

高石 哲選手:

本年度ＫＯＬＣの主将に就任。
主将に相応しくチームを精神面から支える存在。

今年度念願の初のインカレクラシックエリート出場権を
取得した。

川上 崇史選手:
本年度矢板ICS-MEAF3位入賞、関東IC3位入賞など

シード級の活躍を見せている。

オリエンテーリング以外にも海合宿、スキーツアーなど一年を通して競技、
イベントとも活発に活動している。

登坂 祥太選手

男子団体戦入賞、女子(相模女子大学)団体戦完走。

派手な成績はないが常に堅実にMFの上位にランクインしてい
る。 一年の中では地図読み技術が頭一つ抜け出ている。

一年のエース的存在。

 

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

新人有力選手

インカレでの目標

何か一言

高橋香織（ＩＣＳ　２位）・木村衣里（ＩＣＳ　７位）
　　　　　　　　　　　　　　　釼持知美（ＩＣＳ　１０位＆関東新人戦　２位

上位入賞を目指します。

神奈川県相模原市

ＫＯＬＣは慶應義塾大学と相模女子大学の合同サークルです。人数は少なめですが、皆で和気あ
いあいと活動しています。飲みの席では、いつも　まったりとした空気が流れています。

８人 インカレへのエントリー数 ＷＡ３人、ＷＦ４人

相模女子大学

相女を　ＫＯＬＣを　どうぞよろしく！

年間６回ある合宿＋海合宿＋大会参加。３月にスキー旅行もあるそうです。その他、食べ放題な
ど・・。

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前
インカレでの目標

何か一言 闘競女子大学は不滅です。

全員です！ みんな目立ちたがりやなので全員に注目してください。

渡邉　まい

それぞれの力を発揮し、インカレで東女旋風を巻き起こす！

東京女子大学
東京都杉並区善福寺2-6-1

東大ＯＬＫに所属し活動しています。東女の部室は皆の憩いの場です。

練習会、対抗戦などに参加し各自で自分のペースにあわせトレーニングを行っています。

女　１９名 インカレへのエントリー数 WE　４名　　WAL６名　　WB１名　　WF１名



  

 

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

新人有力選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由

インカレでの目標

何か一言

元山岳部の今野とライバル的な存在です。
地形を見る能力は1年生の中では1番あります。

またフィジカル的にもメンタル的にもとてもタフです。
オリエンテーリングの経験は他の1年生より少ないが

最近の実力を見る限り十分インカレＭＦで
優勝できる実力はあります。

岡田瑛美１年

インカレ団体戦（男子）優勝！
インカレ団体戦（女子）１５位以内！

インカレ団体戦併設でも優勝！

早稲田はインカレでは個人戦も大事であるが、団体戦を最も重視している。
早稲田の団結力で団体戦を制す！

東京都新宿区戸山1-24-1

早稲田大学オリエンテーリングクラブは日本女子大学と東京都立大学と共に活動をしています。
全体の部員数は男子26人、女子18人です。

元陸上部の女子の中では走力的に期待のできる選手です。
しかし、レーススタイルは地形をとらえて丁寧な

オリエンテーリングをしています。
少数精鋭の早稲田女子の一員なので

インカレＷＦでも活躍するでしょう。

田久保豊１年

早稲田大学

男２２人・女３人 インカレへのエントリー数 ME5人、WE1人、MAL9人、WAL1人、MB1人、MF4人、WF1人

活動内容

注目選手 名前 理由

注目選手 名前 理由

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由

元陸上部で今年の1年生で最も実力のある生え抜き選手です。
走力に関しては関東の大学の中でトップレベルです。
最近は地形を読める能力もかなりついてきたので、
インカレＭＦでは大いに暴れてくれるでしょう。

今後も間違いなく期待できる選手です。

築山絢２年

2003年度ＪＷＯＣ代表選手であり、成長著しい選手です。
今年は関東学連の事務局長を務め、学連のことも考えながら

競技にも専念している頑張り屋です。
早稲田女子の代表としてインカレで活躍してくれるでしょう。

今野良介１年

ＯＣのエースです。2年生の頃からインカレでエリートを走っ
ているとても有名な選手です。去年は怪我に悩まされて思うよ
うなトレーニングもできず、今年度に入っても5月頃まで完全
休養を取っていて　復活してきました。後期に入ってからます
ます　好調になってきたのでインカレでの活躍は間違いありま

せん。

赤坂太郎４年

今年度に入ってから活躍が著しい安定感抜群の選手です。
淡々と山の中では走り、セレクションや対抗戦などでは

必ず上位に入り込みます。最近は研究室で忙しくて
満足のいくようなトレーニングはできていませんが、

持ち前の安定した技術力でインカレでも高順位に
入り込むでしょう。

毎年2月に「早大ＯＣ大会」を開催しています。主に東京、埼玉近辺で活動をしています。
遠征はそこまでやりませんが、秘密兵器に「二子」を所持しています。

夏合宿は八ヶ岳、冬合宿は富士は定番です。
また、千葉大、東工大、筑波大、東大、慶應大5つの大学と毎年対抗戦を行っています

寺垣内航４年

大学名

所在地

部員数

活動内容

注目選手　 名前 理由

新人有力選手 名前 理由
インカレでの目標

何か一言

普段の練習は前期は大学周辺でオリエンテーリング、後期は主に各自で走り込みをしていま
す。　　休日にはいろいろな大会に出場して技術の向上をはかっています。

新潟大学
新潟市五十嵐ニの町8050

男34名女11名 インカレへのエントリー数 ME2人 WE1人 MAL7人 WAL4人 MF6人 WF3人

三重遠すぎです。

佐藤充洋さん
海外での高山トレーニングの成果が

どのように発揮されるか楽しみ

宮地綾乃さん

団体入賞

  ショートインカレで新人優勝の実力



 

   

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手

インカレでの目標　

何か一言

クラシック・団体戦ともに入賞！

ファイトです！！！

みんな頑張ります

静岡大学
静岡県静岡市・浜松市。静岡大学は、静岡キャンパスと浜松キャンパスに分かれています。温

暖な気候に恵まれ、のんびりとしたあったかい大学です。

静岡大学オリエンテーリングクラブは、現在部員数が増え、とても活気にあふれてます！！オ
リエンテーリングに対する個人個人の思いは様々ですが、このクラブに対する思いは同じで

す。みんな静大ＯＬＣが大好きです☆

毎週木曜日と土曜日に集まり、レース等を行ってます。

ME2人、WE1人、MA17人、WA1人、MF9人、WF4人男33人、女9人 インカレへのエントリー数

李敬史選手
内藤愉孝選手

両選手とも、4年生で最後のインカレです。気合が違いま
す！！

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介

活動内容

新人有力選手

インカレでの目標

何か一言

男子団体戦３位、女子団体戦入賞

石田有賀里・小林美幸・山田貴洋

金大を見てて下さい！！

金沢大学
石川県金沢市角間町

１～４年生に院生も加えた大所帯。みんな和気あいあいとして楽しいクラブです！

地図読み、体力トレ+α

男　３０人　　　女１２人 インカレへのエントリー数 ME3人　WE2人　MAL16人　WAL1人　MF5人　WF6人

注目選手

　　　　　　　　　　　　　　　天谷翔吾…昨年度の雪辱戦

　　　　　　　　　　　　　　　松室隼人…『あの人』のために…

　　　　　　　　　　　　　　　永橋慎一…『夢』『希望』

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手　 名前 理由

夜のリーダーだが、最近は昼も夜もエース級！元気がよく、

WE 2名　WAL 9名
女子のみで構成25名

（4年3人　3年７人　2年8人　1年7人）
インカレへのエントリー数

西脇千可子

“走る名古屋嬢” 21歳独身！椙山女学園大学の学生には珍
しく通学は自転車。この１年でクラブの誰よりもトレーニン

グに励み、オールマイティーな選手に急成長。インカレ
ショート３年連続、枠の獲得者。矢板ショートは、ＷＥＦＢ

－Ｂ　２位！

椙山女学園大学
愛知県名古屋市千種区星が丘元町17-3

同好会として発足。1991年度に正式に部として認められる。一時期の低迷期を乗り越え、
人数も増え、活気のある部活として活動している。部活に対して熱心な部員が多い。

ここ何年か、いろんな大会に参加しており、地元・愛知の強豪選手との交流もしている。

毎週土曜日に名古屋大学と合同で練習会をしている。週１回椙山だけのミーティングをして、
トレーニングは各自で取り組んでいる。行けなかった大会などは地図読みをし、

春夏秋冬の合宿、１年に１度京都橘女子大学との対抗戦を行っている。
最近では大会参加者が名古屋大学を上回る事もしばしばあり、そのうち吸収合併か？

注目選手　 名前 理由

カレでの目標

何か一言

椙山OLC史上最高のムードメーカーであり、アイドル。急成
長の走りに期待大。

鈴木千佳　

イン

 

インカレが、私たちにとって「きっかけ」になれる場所になるようにいろんなものを見たり聞
いたりして感化すること、悔いのないレースをすること。各個人のベストタイムをだせ！椙山

女学園大学の凄いところを見せてやろう！！

このごろ、いろいろな大会で見かけるピンクトリムは椙山女学園大学です！！
最近、たくさんの方々から「今の椙山には元気がある、活気がある」というお言葉をいただい

ております。事実、元気ですしとても活気があるんですよ。（＾－＾）
よく‘椙山女学院大学’や‘椙山女子大学’と間違えられます。過去のインカレではゼッケン
でも間違えられました。非常に遺憾です。大会に参加していなかった過去を考えると仕方がな

いが、今の椙山女学園大学は一味違う！勢いは負けません。ここで一発、インカレだ！！



 

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介

注目選手　 名前 理由

新人有力選手

何か一言 今年はリレーでの完走を部の目標としているのでこれを達成したいと頑張っています。

新人は全部で４名ですが全員の頑張りに期待、です。

三宅　文彦(３年)

今年度の矢板ショートにおいて名古屋大学として5年ぶりの
Ａファイナル進出！また、名大内では誰よりも積極的に大会
に参加したり、トレーニングに励むなど名大内では誰もが認

める”エース”です。上位入賞期待。

毎週土曜日に椙山女学園大学と合同で大学の近くで練習。また各自で主に近辺の大会に参加。
その他に大学祭などにも参加しています。

名古屋市千種区
男１５名 インカレへのエントリー数 ＭＥ２名　ＭＡＬ８名　ＭＦ４名

名古屋大学

大学名 立命館大学

 

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手

新人有力選手

インカレでの目標

何か一言

ウム回避

後夜祭ではお手柔らかにお願いします。

佐藤嶺太　吉田歩美

小島裕実　上城圭史　杉町大輔　福田早友里

部員の仲が良く和気藹々としたクラブです。

大会への参加・練習会の開催・コンパの開催（年４・５回程）・合宿（年２・３回）

衣笠キャンパス　京都府京都市北区等持院北町56-1
びわこ草津キャンパス　滋賀県草津市野路東1-1-1

男19人　女7人 インカレへのエントリー数 MAL　4人　MF　7人　WAL　3人　WF　2人

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　 いつも明るく元気いっぱいのクラブです！！

インカレへのエントリー数 WE（2人）WAL（4人）WF（7人）

京都橘女子大学
京都市山科区大宅山田町34

女14人

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由
インカレでの目標

何か一言 今年の橘娘に注目！！

ショートで新人表彰されたから。

週2回お昼休みにミーティング。土日は大会や練習会に参加。

ジョナ

ピンク色の表彰台。

トントン 夜の部で右に出る者はいないから。

 

 

大学名

所在地

部員数

ブ紹介　

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由

インカレでの目標

何か一言 力なき正義は無用。

団体戦男女とも優勝！ＭＥ，ＷＥ，ＭＡＬ，ＷＡＬ，ＭＦ，ＷＦの表彰台占拠！！
当然ＭＵ，ＷＵも表彰台占拠！！！そして新人特別表彰も！！！！

長谷川裕 アホアホ星に行けるから

明神大也

京都大学
京都府京都市左京区吉田本町

京大ＯＬＣです。正式には京都大学オリエンテーリングクラブです。
我々は現在、京女、龍谷、同女、京府医とともに活動をしており、割りと大所帯です。

大学の裏には「吉田山」と言い、不整地の練習には持って来いの山があり、さらに東には全日
本大会が行われた「東山」という日本でもかなり厳しい、いや険しいテラインのもとでのうの
うと生活をしております。我々は非常に競技的なクラブであり、クラブ員には必ず週１回は東
山で３時間の練習を強いており、まさに獣のように山を駆け上っていくクラブです（ウソ、絶
対ムリ）。さらに西にある鴨川では水の抵抗に負けぬよう川の中をバシャバシャとダッシュし
たり（多分通報される）　さらに西には御所という〈無駄に）広い公園があり、そこでは建物
を乗り越えての直進の練習を欠かさずに行っております（圧倒的に宮内庁警察に斬される）。

この３つの練習と土日のレースとのサイクルで活動をするクラブでございます。

オリエン。その他色々

室田知宏 期待してます。

男子４６人　女子５人 インカレへのエントリー数 ME：8人　WE：4人　MAL：15人　WAL：1人　MF：10人

いや、なんとなく

クラ



 

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手

新人有力選手

インカレでの目標

京都女子大学
京都：　清水寺や三十三間堂などの観光名所に囲まれています

京女ＯＬＣ部員、通称「ふんだり娘。」はみんなといることを楽しみ、
そしてオリエンテーリングを楽しみながら仲良く活動しています。

オリエンテーリング・　ＢＯＸでまったり・　京女コンパで食べまくる

女子１５名 インカレへのエントリー数 ＷＡＬ　７名　　　ＷＦ　　４名

全員注目して下さい。

みんな可愛いです。実力伯仲。

インカレに向けて各自レベルアップをし、みんな一緒に頑張る。
そして、インカレを楽しみます！

何か一言 えい、えい、お～！！

  

 

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

龍谷大学
京都市伏見区深草塚本町６７

「龍谷大学ＯＬＣです。関西学連準加盟校です。京大、京女、同女、京府医と共に活動してい
ます。大学から徒歩１０分以内の距離に総本山の伏見稲荷、裏に稲荷山が広がっておりトレー
ニングには一応困らない立地条件ですが、長老（３回生）の稲荷山嫌いで一度も稲荷山トレは
開かれていません。龍谷は部員数３人ですが、ばりばりオリエンを頑張っている人、山にのん
びり入っている人、と目的は様々です。が、オリエンを楽しむという点は同じです。元気さ

（お酒の強さ？）は他大学の追随を許しません。４校といった実に多国籍なクラブと一緒に活
動している分、いろんな意味で刺激を受けますし、何より友達がたくさん増えます

男１，女２ インカレへのエントリー数 ＷＡＬ（１）、ＷＦ（１）、ＭＦ（１）

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手

インカレでの目標

何か一言

とにかく楽しむ、頑張ること。昼も夜も大暴れ。お腹いっぱいなインカレにすること。

龍谷Ｔシャツ作りました！興味のある方は最寄りの龍大生まで☆インカレで会いましょう

平日は京大のトレや地図読み、土日は練習会や大会に参加しています。
部員の一人が広島出身なので不定期で全員でお好み焼きを作ります。

学館で集まって雑談をしたり、時に飲みに行ったりと。
伊賀インカレに向けてＴシャツを作ったりしました。

武富　翼（３）
怪人役。龍谷唯一の上回生。「亀の甲より年の功」をどこま

で発揮できるか！？

谷　直樹→オリエンファミリー育ち。トリムたくさん持ってます。
加茂　睦→新人戦ＷＦ３位。某部長の直弟子

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手

インカレでの目標

何か一言

大阪外国外国語大学
大阪府箕面市粟生間谷東8-1

幾度もの廃部の危機を乗り越え、今年度めでたく創部１５年目。
今年度は新人さん２人を迎えたので、しばらくは安泰です

週１回のミーティングと大会参加が主な活動。大会や練習会にはよく顔を出し
オリエンを楽しんでおります。合宿や大会運営は阪大や奈良女子大と合同

男　２人　　　女　５人 インカレへのエントリー数 MAL１人　　WAL１人　　MF１人　　WF１人

河内谷名保子

今まで「いきおい」を原動力に、怒涛のごとくオリエンに
参加しまくってしまった先輩。インカレショートでは

関西エリートに選抜された実績を持つ。そんなナホさんも
今回のインカレが最後となる。

インカレ初めての新人さんにとっても、インカレの楽しさを知ったわしにとっても、
最後のインカレに挑む先輩にとってもインカレがすばらしい思い出になりますように…。

二人とも有力選手です(部長談)。
【市川雄一朗(1/ロシア語)】高校時代からオリエンをやっている割には、未だにその実力を内

に秘めている。インカレでその経験値を暴露することとなるか否か!?
【三上亜弥(2/開発環境専攻・モンゴル語)】オリエンを始めたのは2003年秋から。初心者にし
てパークOよりも山オリエンの方を楽しんでしまう、彼女の山に対する情熱はなかなか熱い。

学生も一緒になって、インカレを成功させよう！



 

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由
インカレでの目標

何か一言

峯村綾香
 昨年は新人クラス第２位。今年はJWOC補欠にもなり、奈良
女一合宿やレースに参加　しています。走力にも自信あり！

水野恵

  団体戦優勝

最近の奈良女は元気です！インカレでも良いパフォーマンスができると思うので、
　注目してください！

奈良公園と若草山に囲まれたすばらしい環境の中、人数は少ないですが、
オリエンが好きな皆が集まって楽しく活動しています。

毎週木曜日の昼休みにミーティングを行っています。大きな大会に向けて皆で
地図読み会も行います、トレーニングは個人でやっています。

女子17人 インカレへのエントリー数 ＷＥ３人　  ＷＡＬ３人　  ＷＦ３人

奈良女子大学
奈良市内、奈良公園より徒歩五分

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

男１７人・女１人 インカレへのエントリー数 ME１人、WE１人、MAL１０人、MF４人

大阪市立大学
大阪市住吉区杉本3丁目３－１３８

アットホームな雰囲気で、皆個性が強くいい人ばかり。練習などもそこまでキツイものでな
く、　　　個人のペースで行っているため自由で楽しいクラブです。

週に2～3回、近隣の公園や河原でランニングや筋トレ。その他自主トレなど。春、夏の合宿。

 

 

 

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由
インカレでの目標

何か一言 今年も関西が熱い

基礎体力は侮れない）

高橋　大輔
（大学生活をオリエンにかけてしまったから

＿(￣∀￣)彡☆ばんばん！）

三上　智

インカレリレー十位以内　

兵庫県神戸市灘区六甲台町１－１（六甲山が裏山）

このご時世に人手不足です。。。(ノд・。）しかし、量より質なんです。（負け惜しみ）
旧人６人の中でエリートが２人という割り合いは伊達じゃない！

しかもうちには関西学連幹事長もいます！

ミーティングしたり走りに行ったり六甲山に登りに行ったり。

男８人 インカレへのエントリー数 ME２人、MAL４人、MF１人

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由
インカレでの目標

何か一言

名木山滋 頭

今年完走できんかったら、いつ完走できるのでしょう？

吉田智志

リレー完走！

大学名 神戸大学

大学名

所在地

部員数

クラブ紹介　

活動内容

注目選手 名前 理由

新人有力選手 名前 理由

インカレでの目標

何か一言

山大全体での目標ではないのですが、選手それぞれが目標を持っているので
それが達成できる事です。

山口大学OLCのHPアドです。よければ相互リンクしませんか？
　　　　　　　　http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~orien/index.html

同上

森田健介(ＭＦ)
現山大ＯＬＣの中で１番足が速いので。

ＭＦでどのくらいの順位になるか期待してます

山口大学
山口県山口市吉田1677-1

来年度で創部３０周年を向かえようとしています。技術は高くありませんが
オリエンを楽しむをモットーに活動しています

週に３回の練習で主に大学周辺でトレーニングをしています。
大会シーズンは週末に他県に行って大会に出たりします。

んで、そこの特産なんかも食べたり、街で遊んだりして帰ってます。

男１８人　　　女１０人 インカレへのエントリー数 ME3人　WE1人　MAL10人　WAL2人　MF5人　WF6人

 



  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
   
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  

 

 
  
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 


