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2011年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 ミドル・ディスタンス、リレー競技部門 併設大会 

希望が丘オリエンテーリング 2日間大会 

プログラム 

 

 

開催地 滋賀県野洲市・湖南市・蒲生郡竜王町 

主 催 日本学生オリエンテーリング連盟 

主 管 2011年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル・ディスタンス、リレー競技部門実行委員会 

日 程 3月 10日（土）：ポイント O形式での個人競技(ミドル) 9:30競技開始 

    3月 11日（日）：ポイント O形式での 3人制リレー・個人競技（スプリント） 10:10競技開始 

会 場 滋賀県希望が丘文化公園 

大会実行委員長      稲田 元樹（2004年 立命館大学入学） 

競技責任者         海老 成直（2004年 中央大学入学） 

コースプランナー  3月 10日（土）：寺村 大 （2005年 名古屋大学入学） 

          3月 11日（日）：仲村 健一（2002年 京都大学入学） 
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インカレマスコット「れでぃ・しが」

こちら、フッターのコーナーでは、プログラムとは関係なく、インカレに関する豆知識などをお送りしていこうと思います。 
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1. 交通のご案内 

 本大会に参加を予定している者は、競技中を除き、本大会終了まで下記赤線で示す地域へのオリエンテーリ

ング目的での立入を禁止します。 

 西ゲートからの来場は禁止します。必ず東ゲートからお越しください。 

 

©2012 Google, 地図データ  ©2012 ZENRIN 

 

＜会場周辺詳細図＞ 

 

© Mapion, 地図データ  © ZENRIN 

本インカレの公式マスコットキャラクターは「れでぃ・しが」。表紙に掲載されていましたね。千葉大学 3年、倉田美智子さんによる作品です。 

希望が丘文化公園の所在地の 1つである蒲生郡竜王町にちなんで、竜の女の子をイメージ。さらに 2012年の干支、辰とも合っています。 

 

西ゲート 

(来場禁止) 

東ゲート 

大会会場 
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 1.1. 大会駐車場 

 名神高速竜王 ICから 5～10分程度です。 

 駐車料金は 1日 500円です。 

 大会駐車場内から会場へは徒歩 5分です。テープ誘導は行いません。4.2.および 5.2.会場レイアウトを

参照のうえ、ご来場ください。 

 係員の指示に従い、「併設大会用駐車場」に駐車してください。 

 観戦や当日参加（N，G クラスのみ）の方も駐車場を利用できますが、台数に限りがありますのでできる

だけ相乗りでお越しください。 

 駐車券の発行は行わないこととなりました。駐車券を申し込まれた方全員に駐車頂けます。 

 

1.2. 大会専用バス 

 JR東海道本線野洲駅より大会会場へ専用バスを運行いたします。 

 会場バスストップまでの所要時間は約 25分です。 

 バス料金は片道 500円です。当日乗車時または車中にてお支払いください。 

 会場バスストップから会場へは徒歩 5分です。テープ誘導は行いません。4.2.および 5.2.会場レイアウ

トを参照のうえ、ご来場ください。 

 

  ＜時刻表＞ 

   3月 10日（土） 

JR野洲駅 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:30 11:00 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

大会会場 8:25 8:45 9:05 9:25 9:45 10:05 10:25 10:45 11:25 

 

大会会場 11:30 12:00  15:00 15:45 16:00 

↓ ↓ ↓ （この間、30分間隔で運行） ↓ ↓ ↓ 

JR野洲駅 12:00 12:30  15:30 16:15 16:30 

 

   3月 11日（日） 

JR野洲駅 8:00 8:20 8:40 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

大会会場 8:25 8:45 9:05 9:25 9:55 10:25 10:45 11:25 

 

大会会場 11:30 12:00  16:00 16:10 16:15 16:20 

↓ ↓ ↓ （この間、30分間隔で運行） ↓ ↓ ↓ ↓ 

JR野洲駅 11:55 12:25  16:25 16:35 16:40 16:55 

 

 

ポストから顔を出す体勢をしており、オリエンテーリングと滋賀県がお互いに協力し、今年度インカレの成功を願っているとのことです。 

体の色は滋賀県の郷土の花である石楠花(しゃくなげ)から。下の影に見える部分は琵琶湖を連想したとのこと。カワイイですよね。 
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2. 大会に関する諸注意 

 大会会場に公式掲示板を設置します。変更点、連絡等参加者に伝えるべき公式な情報は、全てこの掲示

板を通してお知らせしますので、必ずご確認ください。 

 競技より優先される不慮の事故が発生した場合には、速やかに最寄りの役員、もしくは大会本部に連絡

してください。 

 荷物管理は各自の責任で行ってください。主管者側では盗難等の責任を負いません。 

 参加者が不注意によって自分自身、あるいは他人に損害、損失、損傷を与えた場合は、参加者自身の責

任によって処理してください。主管者側は一切責任を負いません。 

 参加者は自分の健康を第一に考え、絶対に無理をしないでください。 

 万一のために保険証を持参してください。 

 テレイン内および会場は火気厳禁、禁煙です。 

 会場内はきれいに使用し、ごみはすべてお持ち帰りください。競技エリア、道路についてもごみを放置

することがないようお願いします。 

 会場内の備品を破損した場合は、弁償などを要求することがあります。 

 公園内には一般利用者もいますので迷惑になることがない様ご注意ください。 

 公園内の食堂は使用禁止です。また、大会会場の周辺にコンビニ等はありません。昼食は事前にご用意

ください。 

 

 

3. 競技情報 

 3.1. テレインプロフィール 

テレインは希望が丘文化公園内です。尾根沢が複雑に絡みあう関西屈指の難易度のテレインであるため、

一つのミスが大きなタイムロスにつながります。全体的には走行可能度は高いですが、キロあたりのタイ

ムは他のテレインより遅くなる傾向があります。 

 

 3.2. テレインに関する注意事項 

 テレインはすべて公園敷地内ですが、一部車の通行があるため、十分注意してください。 

 立入禁止区域には絶対に立ち入らないでください。 

 

 3.3. 地図 

 地図はミドル、リレーともに縮尺 1:10000、等高線間隔 5m、走行可能度 4 段階表示で描かれています。

ただし、N,Gクラスに関しては、縮尺 1:5000の地図を使用します。 

 地図サイズは A4（297 x 210mm）です。地図表記は JSOM 2007に準拠しています。ビニール袋入り。 

 上記規定の中には地図ごとに定義を定め、これを凡例に示すことで使用が認められている特徴物があり

ます。この規定に従い、以下のように記号を定めます。 

      ■ 黒の×：人工特徴物 

 

  3.4. パンチングシステム 

       EMIT社電子パンチングシステムを使用します。 

 

 

本インカレのテーマソングは、TRIPLANE「友よ」です。横浜市立大学 3年、岩本拓巳さんによる推薦です。会場でよく流れている曲がこれだと思ってください。 

「傷付いているその手のひらも 繋げば力に変えて行けるから」「君の声が聞こえる 僕の胸で歌っている いつも背中を押してくれる ありがとう」 
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4. 3月 10日（土）ミドル大会 

  4.1. タイムテーブル 

 

 

  4.2. 会場レイアウト 

 

 競技エリアでの競技中の選手とのコミュニケーション、および選手への接触は一切行わないでください。 

 

  4.3. コース 

クラス コース距離 [km] 登距離 [m] 優勝設定時間 [分] 

OAL1 2.9 240 40 

OAL2 2.8 240 40 

OAM 2.4 185 40 

OAS 1.8 95 30 

OB 2.2 110 30 

N/G 1.2 35 ― 

※OALクラスは参加者多数のため、2クラスに分割しました。 

7:30 開場、受付開始 

9:30 トップスタート 

 10:54 スタート閉鎖 

 12:09 フィニッシュ閉鎖 

などの歌詞が含まれています。オリエンテーリングは 1人きりで走る競技ですがインカレでは「仲間」を意識することが多く、きっと選手たちの心に響くと思いま

す。以上が岩本さんによる「友よ」のテーマソングへの推薦文です。この曲を聞けば、今回のインカレのことが思い浮かぶようになるかもしれませんね。 

 

併設大会用 

駐車場 
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  4.4. 受付 

 N、Gクラス（初心者向け）に参加される方は、6．N、Gクラスをご覧ください。 

 e-cardをレンタルされる方は自分の e-cardを、受付脇の e-card置き場からお持ち下さい。 

 バックアップラベル、ディスクリプションは受付にあります。各自でお取りください。 

 公式掲示板にお名前のある方はお伝えしたいことがありますので受付へおこしください。 

 コンパスの貸し出しを希望される方は、受付にてお申し出ください。その際、保証金（3000 円）をお預

かりします。競技終了後、コンパス返却の際に返金いたします。なお数に限りがありますので先着順と

させていただきます。 

 My e-card を忘れた場合は、受付にて貸出しを行います。その際、e-card レンタル代として 300 円頂き

ます。 

 レンタル e-cardを紛失・破損した場合は実費をいただきます。 

 N，G以外のクラスは当日申し込みを行いません。 

 

  4.5. 競技 

    ○スタート（9:30～10:54） 

 スタート地区まで緑白色テープ誘導、徒歩約 20分です。 

 役員によるスタート地区から会場への防寒着などの輸送は行いません。 

 スタート地区閉鎖は 10:54です。これ以降のスタートは認められません。 

 スタート地区の時計は現在時刻を示しています。 

 スタート枠に入る前に、e-card をアクティベートユニットにはめこみ、アクティベートを行ってくださ

い。故障が疑われる場合には、役員に申し出てください。 

 スタート時刻の 3 分前になったら、自分のスタートレーンに入ってください。以後、役員の指示に従い

スタートを行ってください。 

 スタート後、赤白色テープ誘導に従って進み、スタートフラッグ（地図上の△）を通過してください。

これに従わなかった場合は失格となります。 

     【遅刻した場合】 

 遅刻者は、遅刻者枠に直行し、役員の指示に従ってスタートしてください。他の選手の都合により、す

ぐにスタートできない場合があります。 

 遅刻者の競技時間は、正規の時刻にスタートしたものとして計算します。 

 15分以上遅刻した場合、参考記録とします。 

 

    ○競技（9:30～12:09） 

 競技時間は 90分です。これを超過した場合は、失格となります。 

 フィニッシュは 12:09 に閉鎖します。参加者は必ず、この時間までにフィニッシュを通過するか、何ら

かの方法でe-cardをフィニッシュに提出してください。提出がない場合は未帰還者として捜索されます。  

 テレイン内で怪我人を見た場合は、速やかに役員に知らせてください。 

 

    ○フィニッシュ（9:30～12:09） 

 フィニッシュは会場です。 

 最終コントロールからフィニッシュまでは赤白色テープ誘導です。 

 パンチングフィニッシュです。 

 フィニッシュ後は、速やかに役員に e-cardを提出してください。提出が出来ない場合は、失格となりま

す。 

 My e-cardの場合には、失格の疑いがある場合を除きその場で返却いたします。 

 レンタル e-cardの場合には、2日間参加される方は失格の疑いがある場合を除きその場で返却いたしま

す。ミドル大会のみ参加の場合はフィニッシュで回収いたします。 

 地図回収を行います。役員の指示に従って箱に地図を入れてください。回収した地図は、11 日の全ての

リレー競技リスタート後（13:00～）に返却いたします。11日に地図を受け取れない方は、受付までご相

談ください。 

今年度新しく試みたツイッター上の公式アカウントについてここで記録・広報しておこうと思います。2月 1日時点で、春インカレ公式 Twitterアカウント 

(@icm2011)のツイート数は 578件。フォロワー(ツイートを見ている人)は 229名。そのうち、推定ですが現役学生でない人が 50名程度と思われます。 
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 フィニッシュでは苦情、お問い合わせ等は一切受け付けません。苦情、お問い合わせ等がございました

ら本部にお越し下さい。 

 

  4.6. 表彰 

 成績が確定し次第、表彰を行います。 

 各クラスについて、上位 3名・女子上位 1名を表彰します。 

 

 

つまり、約 170名の学生オリエンティア、このインカレに参加している 30%程度の人が公式 Twitterを見ていたということになりますね。 

速報性と敷居の低さに着目して始めた Twitterの取り組みでしたが、いかがでしたでしょうか。もちろんインカレ当日までツイートしますし、当日は実況 
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5. 3月 11日（日）リレー大会 

  5.1. タイムテーブル 

7:30 開場、受付開始 

8:40～9:00 地図置き場確認 

9:00～9:10 デモンストレーション 

10:10 競技開始  

11:40 個人競技フィニッシュ閉鎖 

13:00 リレー競技リスタート 

地図返却 

14:30 リレー競技フィニッシュ閉鎖 

 

  5.2. 会場レイアウト 

 

  競技エリアでの競技中の選手とのコミュニケーション、および選手への接触は一切行わないでください。 

ツイートを行う予定です。インカレ会場での参加者の通信機器の使用はできませんが、インカレに来られない社会人の方などにお楽しみいただければと思います。 

 

 

併設大会用 

駐車場 
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  5.3. コース 

クラス コース距離 [km] 登距離 [m] 優勝設定時間 [分] 

ORL/OSL 3.3～3.4 200 25 

ORM/OSM 2.4～2.5 120 25 

N/G 1.2 35 ― 

※ORL、ORMは一人当たりのコース距離、登距離です。 

 

  5.4. 受付 

 N、Gクラスに参加される方は 6．N、Gクラスをご覧ください。 

 ナンバーカード、バックアップラベル、レンタル e-card、e-card用シール、オーダーシート、安全ピン

の入った封筒が受付脇にありますので、各自でお持ちください。 

 ナンバーカードは安全ピンで上着の胸に取り付けてください。 

 ディスクリプションの配布は行いません。 

 コンパスの貸し出しを希望される方は、受付にてお申し出ください。その際、保証金（3000 円）をお預

かりします。競技終了後、コンパス返却の際に返金いたします。なお数に限りがありますので先着順と

させていただきます。 

 My e-card を忘れた場合は、受付にて貸し出しを行います。その際、e-card レンタル代として 300 円頂

きます。 

 レンタル e-cardを紛失・破損した場合は実費をいただきます。 

 N,Gクラス以外の当日申込は行いません。 

 

  5.5. 競技 

    ＜リレー競技（ORL、ORM）＞ 

    ○地図置き場の確認（8:40～9:00） 

 この時間内に限り、自由に地図置き場を確認することが出来ます。 

 地図には手を触れないでください。 

 

    ○オーダーシートの提出（8:00～9:30） 

 オーダーシートは受付にあります。 

 オーダー変更の有無に関わらず、最終的なオーダーを記したオーダーシートを 9:30までに受付に提出し

てください。 

     

    ○デモンストレーション（9:00～9:10） 

 当日は東日本大震災より 1 年にあたるため、デモンストレーション開始（9:00）前に 1 分間黙祷の時間

を設けます。 

 競技会場でデモンストレーション（競技説明）を行います。前走者の来る方向、レーンの位置、チェン

ジオーバーの方法、次走者の走る方向などご確認ください。 

 

    ○1走スタート（10:10） 

 スタート 10分前になりましたら、リレー1走の選手は 1走スタート地区に集合してください。 

 スタート地区で、役員がアクティベートユニットを持っています。必ず e-cardをアクティベートしてく

ださい。 

 役員の指示に従って整列してください。整列後、役員が地図を配布いたします。 

 ナンバーカードが無い選手、及び不備のある選手は出走できません。 

 遅刻した選手はスタートできません。 

ところでみなさん、突然ですが、インカレメダル、欲しいですよね？入賞者に与えられる勲章、個人別メダル獲得数を調べてみました。 
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    ○競技（10:10～14:30） 

 競技終了は 14:30です。この時間までには全ての選手が e-cardをフィニッシュに提出して下さい。 

 テレイン内で怪我人を見た場合は、速やかに役員に知らせてください。 

 競技時間は 4時間 20分です。 

 

    ○チェンジオーバー 

 スタート・フィニッシュ地区レイアウトは 5.2.会場レイアウトを参照してください。 

 スペクテーターズコントロールはありません。 

 前走者接近情報の告知は行われません。会場内に見えてからチェンジオーバーまで約 1分です。 

 一般の部次走者待機枠入口にスタートユニットを設置します。各自、e-card のアクティベートを行って

ください。故障が疑われる場合は、役員に申し出てください。 

 チェンジオーバーは、前走者と次走者の接触を持って行います。チェンジオーバーが正しく行われなか

ったと役員が判断した場合、そのチームは失格とします。 

 次走者が次走者待機枠に居ない場合は、その場で役員に申し出て、指示に従い次走者を待ってください。

チェンジオーバーを行うまでパンチングフィニッシュをしないでください。 

 チェンジオーバー後の次走者は、赤白色テープ誘導に従って地図置き場に行き、自分のナンバーカード

番号が記載されている地図を取ってください。 

 他の選手の地図を取った場合は失格になります。 

 自分の地図が無い場合は、地図置き場付近の役員に申し出てください。 

 地図を取った後は、赤白色テープ誘導に従い、スタートフラッグ（地図上の△）を通過してください。

これに従わなかった場合は失格とします。 

【リスタートについて】 

 13:00までにチェンジオーバーができなかった選手はリスタートとなります。ただし、競技の進行状況に

よってリスタート時刻が変更になる可能性があります。 

 リスタートの10分前までにチェンジオーバーしていない選手を、会場にて呼び出しをかけますので次走

者待機枠に集まってください。リスタートを希望されない場合には、次走者待機枠の役員に申し出てく

ださい。 

 次走者待機枠集合後も、リスタート時刻までチェンジオーバー可能です。 

 

    ○フィニッシュ（10:10～14:30） 

 リレーのフィニッシュ閉鎖は14:30です。この時間までに必ずフィニッシュして下さい。 

 最終コントロールからフィニッシュまでは赤白色テープ誘導です。 

 パンチングフィニッシュです。フィニッシュ後は追い越し禁止です。 

 レンタル e-cardの場合には、フィニッシュで e-cardを回収します。 

 My e-cardの場合には、失格の疑いがある場合を除き、e-cardをその場で返却いたします。 

 地図回収を行います。役員の指示に従い、箱に地図を入れてください。回収した地図は、リレー競技の

全クラスリスタート後、返却いたします。 

 フィニッシュでは苦情、お問い合わせ等は一切受け付けません。苦情、お問い合わせ等がございました

ら本部へお越し下さい。 

 

    ＜個人競技（OSL、OSM）＞ 

    ○スタート（10:10） 

 スタート 10分前になりましたら、スプリント参加選手は 1走スタート地区に集合してください。 

 スタート地区に集合する前に、必ず会場内のアクティベートユニットで e-cardをアクティベートしてく

ださい。 

 役員の指示に従って整列してください。整列後、役員が地図を配布いたします。 

 遅刻した選手はスタートできません。 

 

   

インカレは年に 3競技あるので、4年間で獲得できるメダル数は最大 12枚！…ではなく、入賞と新人特別表彰を同時受賞すればもう少し増えますね。 
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    ○競技・フィニッシュ（10:10～11:40） 

 フィニッシュ閉鎖は11:40 です。この時間までに必ずフィニッシュを通過して下さい。 

 競技時間は90分です。 

 その他、競技・フィニッシュの注意事項は全てリレーに準じます。 

 

  5.6. 地図販売 

 全クラスリスタート後、受付にて地図販売を行います。 

 モデルイベント、ミドル・リレーのコース図、全コントロール図の販売を行います。 

 日本学連賛助会員の方には、希望のコース図をミドル・リレー各 1 枚無料で配布します。受付までお越

しください。但し、希望に添えない場合があります。 

 

  5.7. 表彰 

 成績が確定し次第表彰を行います。 

 ORL、ORMクラスは上位 3チームを表彰します。また、ORL、ORMクラスでは女性のみで構成された上位 1

チームを表彰します。OSL、OSMクラスは上位 3名および女性の上位 1名を表彰します。 

 

 

6. N、Gクラス 

  6.1. タイムテーブル 

3 月 10 日（土）、11（日）ともに同じ日程です。また、競技内容（コース）も同一ですので、どちらか 1

日にご参加ください。 

 

9:00～12:00 受付 

随時 集合、初心者説明 

9:00～12:00 スタート 

13:00 フィニッシュ閉鎖 

 

  6.2. 受付 

      受付は競技会場内、本部テントにあります。4.2.および 5.2.会場レイアウトを参照ください。 

    ○事前に申込みされている方 

 9:00～12:00の間に受付にお越しください。スタート時間を決めていただきます。競技の諸注意をご説明

します。 

    ○当日に参加申込みされる方 

 9:00～12:00までに受付にて参加申込みを行ってください。 

 参加費は 1000円です。（滋賀県民の方は、500円） 

 

  6.3. 初心者説明 

 初めてオリエンテーリングをされる方を対象に、初心者説明を行います。ご希望の方に随時行いますの

で受付へおこしください。説明は 15分程度です。 

 コンパス（方位磁針）のレンタルを希望される方は、受付でその旨を告げてください。 

 

  6.4. スタート 

 受付で希望された時間にスタートします。 

 運動できる格好でコンパスを持って、10分前までに受付横へお越しください。 

 役員の指示に従ってスタートしてください。 

 

  6.5. 競技・フィニッシュ 

 距離は 1.2km。所要時間は 30～60分程度です。 

では、学年別に見ていきます。1年生はまだロング 1回しか経験がないため省略。現在の 2年生で最多は 4枚。高橋美誉選手と沢田慧選手です。 
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 地図に表記されている△（スタート）から順番通りに全てのコントロールを回ってください。 

 各コントロールにはパンチが設置してあります。地図の所定欄にパンチで穴をあけてください。誤った

欄に穴をあけてしまった場合には、予備欄に穴をあけてください。 

 全てのコントロールを回りましたら、◎（フィニッシュ）に向かってください。フィニッシュまで回り

ましたら、受付におこしください。受付に着いた時間がゴール時間となります。 

 途中で競技をやめる場合にも、必ず受付に申し出てください。受付に申し出ない場合は捜索の対象にな

る可能性があります。 

 

   6.6. 表彰 

 完走された方には、受付にて『完走賞』をお渡しします。 

 成績優秀者は表彰いたします。表彰成績が確定し次第行います。 

 

 

7． 問合せ先 

併設大会担当者：稲田 元樹（いなだ もとき） 

E-mail: icm2011.heisetsu✿gmail.com （✿→＠を入れてください） 

 

ただし、3月 9日（金）以降は、下記の連絡先にお願いします。 

 担当者：仲村健一(なかむら けんいち)  

 Tel：090-9267-1653 

高橋選手は新人特別表彰 2回が光ります。現 3年生で最多は…6枚。堀田遼選手と高嶋智美選手。堀田選手は新人特別表彰 3回。つまり年間総なめ。 
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8.スタートリスト 

 8.1.  3月 10日（土）ミドル大会 

【OAL1】 

時刻 氏名 所属 e-card番号 

9:30 高橋 範 NPO トータス レンタル 

9:31 石塚脩之 青葉会 410073 

9:32 小見山斉彰 チーバくんを応援する会 レンタル 

9:33 大林 俊彦 大阪OLC 140820 

9:34 皆川 美紀子 木酔会 158572 

9:35 晝間 悠生 麻布OLK レンタル 

9:36 前田 肇 杏友会茨城県支部 90872 

9:37 横田 実 KOLA 171796 

9:38 奥村理也 ウルトラクラブ 401574 

9:39 更科 祐介 L.P.G.J. レンタル 

9:40 久保 貴大 しぜんけん！ レンタル 

9:41 小林 正朋 物工 FC 84960 

9:42 岡崎 智也 青葉会 410071 

9:43 濱宇津 佑亮 麻布OLK レンタル 

9:44 長縄知晃   478425 

9:45 鈴木拳直 京葉OLクラブ レンタル 

9:46 宮本 佳記 朱雀OK 64191 

9:47 源後 知行 木酔会 407268 

9:48 井手 恵理子    

9:49 松澤 俊行 松塾 410185 

9:50 仁多見 剛 多摩OL 483353 

9:51 井上 仁 OLCレオ 172702 

9:52 小暮喜代志 木酔会 76925 

9:53 河上 重範 下からナカムラ レンタル 

9:54 赤地 祐彦 OLCルーパー 86292 

9:55 藤田 純矢 麻布OLK レンタル 

9:56 上野 光 Team白樺 レンタル 

9:57 藤本 一輝 麻布OLK レンタル 

9:58 久米 悠介 麻布OLK レンタル 

9:59 角岡 明 つるまいOLC 409809 

10:00 谷垣 宣孝 OLP兵庫 409833 

10:01 小野 盛光 三河OLC 77006 

10:02 谷口彰登 鳩の会東海支部 レンタル 

10:03 福田 雅秀 川越OLC レンタル 

10:04 井上博人 安田クラブ 84815 

10:05 宗形 俊 寝台OCOB レンタル 

10:06 渡辺円香 木酔会 77045 

10:07 新見 和教 緑外会 412624 

10:08 花木睦子 鳩の会 412130 

10:09 坪居大介 つばめ会 レンタル 

10:10 山本紗穏里 階段愛好会 レンタル 

10:11 加納 尚子 朱雀OK 483354 

 

 

 

【OAL2】 

時刻 氏名 所属 e-card番号 

9:30 佐々木裕之 FFC レンタル 

9:31 永松敦 浜松OLC 411435 

9:32 新井 宏美 新大OCOG レンタル 

9:33 古川健二 鳩の会 レンタル 

9:34 池田 俊彦 つるまいOLC レンタル 

9:35 西脇 正展 Nの会 483351 

9:36 谷 秀司   レンタル 

9:37 藤生孝志 東京OLクラブ 412628 

9:38 増子 真太郎 麻布OLK レンタル 

9:39 牧山 知彦 春日部OLC 63969 

9:40 鈴木 聡 電通大OLC レンタル 

9:41 西村 直哉 麻布OLK レンタル 

9:42 鈴木 達弘  電通大OLC レンタル 

9:43 田久保 豊 津久見市駅伝クラブ レンタル 

9:44 永瀬 真一 KOLA レンタル 

9:45 今泉 知也 京葉OLクラブ レンタル 

9:46 田濃邦彦 静岡OLC 412157 

9:47 海老沢 正 入間市OLC 479632 

9:48 玉祖 秀人 朱雀OK レンタル 

9:49 石黒 文康 夜酔会 64197 

9:50 太田貴大 青葉会 407258 

9:51 鍋谷泰紀 六国会 139817 

9:52 針谷 尚幸 杏友会 レンタル 

9:53 田代雅之 静岡OLC 410202 

9:54 木村 耕平 入間市OLC 409781 

9:55 大田 雄哉 麻布OLK レンタル 

9:56 高田英司 青葉会 レンタル 

9:57 千葉妙   410215 

9:58 小西宏 大阪OLC 410164 

9:59 武田 弾 電通大OLC レンタル 

10:00 宮西優太郎 東海高校 92754 

10:01 櫻本 信一郎 京葉OLクラブ 478441 

10:02 木村 洋介 大阪OLS 487892 

10:03 鹿野 勘次 美濃加茂市 157398 

10:04 小椋 天一 麻布OLK レンタル 

10:05 赤坂 太郎   レンタル 

10:06 稲葉 英雄 三河OLC 402024 

10:07 今西 弘 電通大OLC レンタル 

10:08 大野聡生 東海中学校 149099 

10:09 内藤愉孝 浜松OLC 401958 

10:10 舟根 大輔   レンタル 

10:11 大西 康平 ぞんび～ず 63905 

 

 

一方の高嶋選手は全て一般クラスでの獲得。対照的です。続いて 4年生…なんと 8枚もメダルを獲得している選手がいます。それは…佐野まどか選手。 
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【OAM】 

時刻 氏名 所属 e-card番号 

10:17 山形 悠 奥羽大学OLC レンタル 

10:18 菅野 美里 福島大OLC レンタル 

10:19 稲垣 完   レンタル 

10:20 北川 仁美 OLCふるはうす レンタル 

10:21 北川 達也 OLCふるはうす レンタル 

10:22 北川 太一 OLCふるはうす レンタル 

10:23 栄森 貴久 みちの会 64193 

10:24 高橋 厚 多摩OL 483410 

10:25 前田 春正 KOLA 488135 

10:26 小笠原 揚太郎 東京OLクラブ 401810 

10:27 寺松 克訓 晴れの国岡山OLC 149222 

10:28 大原 卓 晴れの国岡山OLC 149221 

10:29 瀬沼 健 電通大OB レンタル 

10:30 磯部 貞夫 OLP兵庫 412620 

10:31 岩田 竜一 けやき六国会 レンタル 

10:32 宮崎 敦司 （無所属） 79414 

10:33 齋藤 翔太  赤城アニマルズ 146680 

10:34 宮沢絵美 鳩の会 レンタル 

10:35 土井慶紀 安田クラブ レンタル 

10:36 小池英希 JANETS 157856 

10:37 大塚友一 京葉OLクラブ 483384 

10:38 今井信親 ワンダラーズ 479473 

10:39 石田亘宏 愛知OLC 401471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【OAS】 

時刻 氏名 所属 e-card番号 

10:18 宮川 早穂 ES関東C 412171 

10:19 寺岡 倫子 赤城アニマルズ レンタル 

10:20 坂本 佳也 京都OLC レンタル 

10:21 小泉辰喜 丘の上 409869 

10:22 柴田 喜一 つるまいOLC 409786 

10:23 石田美代子 愛知OLC 409788 

10:24 岡本 健一 朱雀OK レンタル 

10:25 寺村 和仁 いいもんず レンタル 

10:26 土屋 武 愛知OLC レンタル 

10:27 河原 節子   レンタル 

10:28 辻村 修   レンタル 

10:29 佐藤 旭一 晴れの国岡山OLC 149223 

 

【OB】 

時刻 氏名 所属 e-card番号 

10:34 中山 史野 杏友会茨城県支部 レンタル 

10:35 坂本 美江子 京都OLC レンタル 

 

 

佐野選手は過去 3年連続してインカレミドル・リレー両方でメダルを獲得しているという快挙っぷり。今回継続して有終の美となるでしょうか。 

 

 



 

15 

 8.2.  3月 11日（日）リレー大会 

【ORL】 

チーム名 １人目 e-card番号 ２人目 e-card番号 ３人目 e-card番号 

誇り高き炎色の戦士たち 久保 貴大 レンタル 河上 重範 レンタル 更科 祐介 レンタル 

田久保軍団 田久保 豊 レンタル 田久保 豊 レンタル 田久保 豊 レンタル 

入間市OLC 田中 博 401266 海老沢 正 479632 木村 耕平 409781 

ヒルマのごとく！ 

～運命は英語で言うとデェスティニー～ 
濱宇津 佑亮 レンタル 晝間 悠生 レンタル 小椋 天一 レンタル 

麻布OLK Bチーム 西村 直哉 レンタル 大田 雄哉 レンタル 久米 悠介 レンタル 

THE OTHER †贖罪の蒼騎士団† 藤田 純矢 レンタル 増子 真太郎 レンタル 藤本 一輝 レンタル 

 竹内 利樹 487847 田中 公悟 レンタル 高梨 雅幸 487848 

チーム谷垣２０１２ 大林 俊彦 140820 谷垣 宣孝 409833 谷村 正樹 76598 

青葉会 長縄 知晃 478425 日下 雅広 407291 岡崎 智也 410071 

えがりがや軍 牧山 知彦 63969 西田 剛志 レンタル 針谷 尚幸 レンタル 

うそうそ軍 熊野 匠人 63965 福田 大輔 レンタル 石川 潤 レンタル 

チーム幌なし 鈴木 達弘  レンタル 鈴木 聡 レンタル 今西 弘 レンタル 

トータスおうし座 石澤 俊崇 412626 高橋 範 レンタル 国沢 五月 412176 

京都大学ME(2008年) 宮本 佳記 64191 栄森 貴久 64193 石黒 文康 64197 

朱雀OK-女子部 福井 渚 レンタル 柿並 君香 レンタル 松本 知佐子 146766 

新岩チーム 宗形 俊 レンタル 新井 宏美 レンタル 丸藤 純 レンタル 

朱雀OK参考記録 加納 尚子 483354 土屋 周史 77034 - 483354 

安田クラブ B 花木睦子 412130 宮沢絵美 レンタル 古川健二 レンタル 

安田クラブ A 土井慶紀 レンタル 井上博人 84815 笠原綾 レンタル 

鳩の会 谷口彰登 レンタル 小見山斉彰 レンタル 椛澤基史 レンタル 

つばめ会 24期-A 坪井大介 レンタル 鷹觜和邦 レンタル 久保田芳弘 レンタル 

つばめ会 24期-B 名嘉眞朝将 レンタル 熊田信次 レンタル 岩田淳 レンタル 

東海高校 宮西優太郎 92754 坂野翔哉 92824 角田貴大 92854 

東海中学校 種市雅也 92855 稲森剛 92856 大久保雄真 92861 

木酔会① 源後知行 407268 渡辺円香 77045 櫻本信一郎 478441 

木酔会② 皆川美紀子 158572 大塚友一 483384 西脇正展 483511 

浜松OLC 内藤愉孝 401958 永松敦 411435 山口拓也 92850 

筑波大OG 山本紗穏里 レンタル 常住紗織 レンタル 千葉妙 410215 

 

【ORM】 

チーム名 １人目 e-card番号 ２人目 e-card番号 ３人目 e-card番号 

朱雀OK-MIX 井手 恵理子 64158 玉祖 秀人 レンタル 深川 陽平 レンタル 

復活！京大OLC1期 井上 仁 172702 太矢 隆士 レンタル 伊中 禎之 レンタル 

じゅんじゅん 後藤 未妃 レンタル 千葉 順子 レンタル 竹之内 香 レンタル 

大阪OLCセピア 石原 孝彦 レンタル 坂本 忠 409808 中原 信一 407521 

OLK9期もどき 浦瀬 香子 レンタル 竹下 俊輔 レンタル 樋口 一志 401335 

名阪シルバー 辻村 修 レンタル 佐藤 政明 410143 前田 春正 488135 

 仲 真子 レンタル 鶴田 淑香 レンタル 伊藤 美佳 レンタル 

晴れの国岡山 大原 卓 149221 寺松克訓 149222 佐藤旭一 149223 

 

インカレが何人で運営されているか、皆さん知っていますか？ざっくり言うと、50人です。この人数で 600人規模の大会を運営しています。 
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【OSL】 

 

 

【OSM】 

氏名 所属 e-card番号 

山形 悠 奥羽大学OLC レンタル 

菅野 美里 福島大OLC レンタル 

木村 洋介 大阪OLS 487892 

高橋 厚 多摩OL 483410 

今井信親 ワンダラーズ 479473 

大野聡生 東海中学校 149099 

石田亘宏 愛知OLC 401471 

石田美代子 愛知OLC 409788 

小泉辰喜 丘の上 409869 

 

氏名 所属 e-card番号 

稲葉 英雄 三河OLC 402024 

角岡 明 つるまいOLC 409809 

阿部 昌隆 東京OLクラブ 76959 

新見 和教 緑外会 412624 

赤坂 太郎  レンタル 

長瀬 朋子 つるまいOLC 479317 

松澤 俊行 松塾 410185 

永瀬 真一 KOLA レンタル 

上野 光 Team白樺 レンタル 

鹿野 勘次 美濃加茂市 157398 

稲垣 完  レンタル 

武田 弾 電通大OLC レンタル 

舟根 大輔  レンタル 

福田 雅秀 川越OLC レンタル 

中島 真治 大阪OLC レンタル 

赤地 祐彦 OLCルーパー 86292 

瀬沼 健 電通大OB レンタル 

大西 康平 ぞんび～ず 63905 

小林 正朋 物工 FC 84960 

石塚脩之 青葉会 410073 

鍋谷泰紀 六国会 139817 

太田貴大 青葉会 407258 

奥村理也 ウルトラクラブ 401574 

藤生孝志 東京OLクラブ 412628 

鈴木拳直 京葉OLクラブ レンタル 

小池英希 JANETS 157856 

田代雅之 静岡OLC 410202 

小暮喜代志 木酔会 76925 

他にも裁定委員の方や学連理事の方などが様々な方々がインカレの開催に関わっています。若手 OBOGの皆さん、卒業後はインカレ運営に是非ご参加を。 
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【インカレ報告書への広告募集！】 

 

インカレ報告書（6 月発行予定）に、あなたのクラブや大会等の広告を載せてみませんか？ 

どしどしお申し込みください！ 

 

 
1 コマ 

1/8 ページ 

2 コマ 

1/4 ページ 

4 コマ 

1/2 ページ 

8 コマ 

1 ページ 

16 コマ 

2 ページ 

営利団体 10,000 円 19,000 円 36,000 円 64,000 円 100,000 円 

非営利団体 5,000 円 9,500 円 18,000 円 32,000 円 50,000 円 

 

※ 1 ページのサイズは A4（白黒）です。 

※ 裏表紙、表紙見返し、裏表紙見返しへの掲載を希望される方は、問い合わせ先までご相談ください。 

※ 下記振込先にお振込みの上、「振込日」「振込人名」「振込額」「広告サイズ」「連絡先 e-mail アドレス

（又は電話番号）」を明記し（フリーフォーマット）、原稿を e-mail（pdf(推奨)、doc、ppt 形式、

xls 形式）、または郵送（原寸大原稿（B5 用紙））にてご送付ください。 

※ 原稿締切 2012 年 4 月 20 日（金）必着 

 

【原稿送付先 及び問い合わせ先】 

〒536-0014  

大阪市城東区鴫野西 2-1-2-1209 

尾崎 亮輔 

e-mail：icm2011hp■live.jp（■→@） 

 

【振込先】 

新生銀行(0397) 本店(400) 普通 2082749 イワセユウスケ 
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■観戦情報 
<3 月 10 日 ミドル> 

時刻 内容 競技情報 

9:00～10:26 学生一般スタート 2.2～2.5km 

9:00～10:06 選手権 B スタート 男子：2.6km 190m 優勝設定時間 40 分 

女子：2.4km 155m 優勝設定時間 40 分 

11:40～13:24 選手権 A スタート 男子：2.8km 195m 優勝設定時間 40 分 

女子：2.7km 160m 優勝設定時間 40 分 

14:30～ 表彰式  

 

 

<3 月 11 日 リレー> 

時刻 内容 競技情報 

9:30 ME スタート 1、3 走：4.9km 340～345m  

 優勝設定時間 50 分 

2 走：4.1km 245m  

 優勝設定時間 35 分 

9:40 WE スタート 1、3 走：4.2km 250～265m  

 優勝設定時間 45 分 

2 走：3.3km 165m  

 優勝設定時間 35 分 

9:50、10:00 学生一般スタート 2.5～3.3km 120～200m  

 優勝設定時間 25 分 

14:00～ 表彰式  

 

 

■トレイル O 体験イベントのお知らせ 
インカレを協賛し、NPO 法人トレイル O 協会主催にて、体験イベントを無料開催します。 

競技の合間に、ふっと違うことを考えたくなったときに、是非どうぞ。 

 

 3/10(金)、3/11(土)の両日とも開催 

 スタート、受付時間は自由。地図を会場付近のトレイル O ブースにて配布(スタート 10:30～15:00

頃) 

 会場付近の数個ほどのコースです。競技時間の目安は 30 分 

 ゴール後は、トレイル O ブースにて正解表を受け取り。成績集計、表彰などはございません。 

 参加費無料です。 

皆様のお越しをお待ちしています！ 

 


