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歓迎の⾔葉 

 
富⼠⾒町⻑ 
⼩林 一彦 

 

2015 年度日本学生オリエンテーリング選⼿権⼤会ス
プリント＆ロング・ディスタンス競技部門が盛⼤に開催
されるにあたりお祝い申し上げますとともに、学生選
⼿・OB・OG や関係者の皆様方には、全国各地から富⼠
⾒町にお越しいただき⼼より歓迎を申し上げます。 

富⼠⾒町は、⻑野県の南東、⼭梨県との県境にあたり、
雄⼤な八ヶ岳連峰のなだらかな裾野と急峻な南アルプ
スの麓の標⾼ 1000ｍに位置する⾼原の町で、富⼠⼭、
中央・北アルプスなど、日本有数の⼭々を⾒渡すことが
できるロケーションに位置しています。⾃然が豊かで起
伏に富み、アクティビティーに適したフィールドですの
で、参加される選⼿の皆さまには日頃の練習の成果を十
分に発揮され、⼤⾃然を駆け巡るオリエンテーリングを
通して⼭岳⾼原の魅⼒を実感していただき、同じ競技を
愛する者同⼠の交流を深め、思い出深い⼤会としていた
だきたいと願っております。 

さて、富⼠⾒町は、東京、名古屋方⾯から⾞や電⾞で
約 2 時間とアクセスもいいことから、春から秋は、ハイ
キングや登⼭、マウンテンバイクで四季折々の花や景色
を楽しんでいただくことができ、冬はスキー、スノーボ
ードやスノーシューなどでご利用いただいており、オー
ルシーズン、気軽に訪れて楽しんでいただくことができ
ます。また、地理的特性から国内でもトップクラスの日
照量と冷涼な気候のため、八ヶ岳の裾野に広がる富⼠⾒
⾼原では、スポーツツーリズム、グリーンツーリズム、
ユニバーサルツーリズムなど新たな旅の楽しみ方を提
案していますので、この機会に富⼠⾒ファンになってい
ただき富⼠⾒町の魅⼒に触れていただければ幸いです。 

結びになりますが、⼤会の開催にあたりご尽⼒をいた
だきました日本学生オリエンテーリング選⼿権⼤会実
⾏委員会をはじめ関係者の皆様方に敬意を表しますと
ともに、本⼤会のご成功とオリエンテーリングのご発展
を⼼よりご祈念申し上げまして、歓迎のあいさつと致し
ます。 

 
 

Welcome to Fujimi Highland! 
                          

  富⼠⾒⾼原リゾート 代表取締役 
福田 敏明 

 

ようこそ 富⼠⾒⾼原へ︕ 
2015 年度日本学生オリエンテーリング選⼿権⼤会が、

全国の各⼤学から約 1,000 人という⼤勢の皆様が参加
され、スプリント競技部門、ロング・ディスタンス競技
部門の⼤会が盛⼤に開催されますことを⼼よりお祝い
申し上げますと共に、八ヶ岳南麓の富⼠⾒⾼原周辺で開
催して頂きますことを⼼より感謝申し上げます。 

標⾼ 1,000ｍから 1,400ｍの⾼原の地、富⼠⾒⾼原
は、日本の三⼤⾼峰の富⼠⼭（3,776ｍ）、南アルプス・
北岳,（3,193ｍ）、北アルプス・奥穂⾼岳（3,190ｍ）が
一堂に⾒られる“創造の森”展望台やその直下には、源泉
100％の温泉“⿅の湯”があったり、地理学的には雄⼤な
フォッサマグナの景観や、歴史的な武田信玄の“信玄棒
道”、また四季折々の⼭野草や花木そして八ヶ岳の美味し
い湧水などがあり競技と共に参加される皆様をいろい
ろな視点から⼼和ませるポテンシャルを抱えておりま
す。 

本⼤会が、実⾏委員会の皆様の用意周到な準備と、地
元へのご配慮に対し⼼より感謝申し上げますと共に、天
候に恵まれ安全安⼼に開催され、参加されました選⼿の
皆様が“良い思い出”を持って帰られる⼤会となられる
ことを祈念し日本学生オリエンテーリング連盟の益々
のご発展と皆様方のご健勝を重ねてご祈念申し上げ、感
謝と歓迎のご挨拶といたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歓迎の⾔葉・ご挨拶 
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ご挨拶 
 

日本学生オリエンテーリング連盟会⻑ 
河合 利幸 

 

私の地元関⻄では、順調に新⼊部員を獲得できている
ようですが、他の地区ではどうでしょうか。新人が初め
て参加するインカレ、各⼤学とも夏合宿などで対策に余
念がないことでしょう。 

八ヶ岳⼭麓ではこれまで数多くの⼤会が開催され、合
宿でもよく利用されています。しかし、なぜかインカレ
は開催されたことがなく、37 年の歴史の中で今回が初
めてということになります。富⼠⼭麓と同様な片斜⾯で
⾛⾏可能度が⾼く、勝つためにはスピードとテクニック
の両方が要求される、学生チャンピオンを決めるにふさ
わしいテレインといえます。運営スタッフも全日本チャ
ンピオン・WOC 代表を含む豪華な布陣で、テレインの
特性を最⼤限生かしたおもしろいコースが提供される
ことでしょう。それに加え、おまけの感が否めないこと
が多い併設⼤会が久しぶりに JOA 公認⼤会となってお
り、運営陣の意気込みがうかがえます。社会人の参加が
増え、例年以上に盛り上がることを期待します。 

とはいえ今回の最⼤のニュースは、やはりスプリント
競技がインカレの正式種目となったことでしょう。初代
スプリントチャンピオンの栄冠は誰の頭上に輝くのか、
興味がつきないところです。一方で課題もあります。運
営の負担増は承知のうえで、インカレを触媒として、世
界で戦える可能性を秘めるスプリントの人材を育てよ
うということなのですが、今後継続的に開催できなけれ
ば、その目的も果たせなくなります。まずは軌道に乗る
までの数年間が勝負です。日本学連の幹事や理事のリー
ダーシップと、OB・OG の方々のご協⼒が鍵となります。 

選⼿の皆さん、特に 1 年生の皆さんにとっては、この
ような話はよくわからないことだろうと思います。今は
それでかまいません。目の前のレースを楽しんでくださ
い。そして勝ちたいと思ってもらえればよいのです。実
はそれこそがインカレスプリントを⾏う意味なのです。 

最後になりましたが、多忙な日々の合間を縫って準備
を進めていただいた実⾏委員会及び NPO オリエンテー
リングクラブ・トータスとその関係者の皆さん、ご苦労
様でした。富⼠⾒⾼原リゾート、富⼠⾒町をはじめとす
る地元関係者の皆様には、様々な⾯でご⽀援ご協⼒をい
ただき、本当にありがとうございました。主催者の日本
学連を代表して、厚く御礼申し上げます。 

ご挨拶 
 

日本学生オリエンテーリング連盟幹事⻑ 
五味 あずさ 

 
今年もインカレロングの時期となりました。そして、

今年からはインカレスプリントの時期でもあります。 
インカレが初めて開催された1978年から現在までの

37 年の歴史に、今、⼤きな変化が刻まれることとなり
ます。過去実験的取り組みを重ね、ついに第 1 回インカ
レスプリントが開催されます。スプリント競技はフォレ
スト競技とは異なる性質のオリエンテーリングです。そ
の魅⼒もフォレスト競技とはまた異なるものがあるで
しょう。インカレスプリントをきっかけに多くの学生が
スプリント競技の魅⼒を知ることで、これからの日本の
スプリント競技がより盛んにより熱いものになると思
います。記念すべき第 1 回インカレスプリントを学生全
体で盛り上げ、今後もより⻑く続くものとしていきまし
ょう。 

インカレは、選⼿権クラス・一般クラス関係なく全て
の学生にとって、思い⼊れの深いものになると思います。
初めてインカレを経験する 1 年生、先輩と同じ舞台で競
う時がきた 2 年生、これまでの経験を糧により⾼い目標
に挑む 3 年生、そして最後のインカレロングを悔いなく
⾛りきろうとする 4 年生。各学年、インカレに対してそ
れぞれの想いがあるでしょう。誰もがこのインカレでこ
れまでのトレーニングの成果を出しきって欲しいと思
います。 

最後に、インカレは多くの方からの御尽⼒があって成
り⽴っているものである、いつの時もその事を忘れては
ならないと思います。⼤会を運営してくださる実⾏委員
会の方々、御理解御協⼒を頂いている地元の方々、その
他⼤会に関わって下さっている全ての皆方々からの多
⼤なる御協⼒に感謝し、全⼒で競技に取り組むことでそ
の感謝の思いを表しましょう。また、この場を借りて、
学生を代表し関係者の皆様に深く御礼申し上げます。 
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ご挨拶 
 

2015 年度日本学生オリエンテーリング選⼿権⼤会 
スプリント競技部門実⾏委員⻑ 

齋藤 翔太 

 
いよいよ第 1 回インカレスプリントの開催となりま

した。2008 年に試⾏⼤会が⾏われ、2009 年度の学連
幹事会で主に議論をしましたので、開催に至るまで約７
年の歳月を要したことになります。議論開始当時はスプ
リント競技⾃体が日本で本格的に始まったばかりで、試
⾏⼤会は第 1 回全日本スプリント選⼿権⼤会に併催さ
れる形での開催でしたが、学生の参加は多くなかったと
記憶しています。各⼤学への調査や度重なる議論の結果、
インカレスプリントを開催しても加盟員は多くは集ま
らない、多くの加盟員が集まらない競技はインカレとし
てふさわしくない、よってスプリント競技はまだインカ
レとして開催する段階ではない、という結論に当時は至
りました。提案していただいた方々には申し訳ないとは
思いましたが、今もその判断が間違っていたとは思って
いません。同時に当時の一連の議論は、学生にとってイ
ンカレが特別なものであるということを再認識した、今
思い返しても⾃分のそれ以降のオリエンテーリングへ
の関わり方を左右する⼤きな出来事の一つでした。 

それが再度発議され、昨年度一年間かけて議論が⾏わ
れた結果、スプリント競技をインカレの競技の一種目と
して加えることが決定されました。それだけスプリント
という競技が学生全体に浸透したということだと思い
ます。ここまで来ればもう余計な⾔葉は不要でしょう。
舞台は用意しました。あとは役者である選⼿、観戦者の
皆さまが、場を盛り上げ、最⾼の物語にしてください。
初のインカレスプリントで、皆さまがどのような⾛りを
するのか、どのような応援をするのか、どんな感動が生
まれるのか、そして初代チャンプは誰になるのか……楽
しみしております。翌日のロングも含めて、最⾼の二日
間にしましょう︕ 秋めく八ヶ岳にて、運営者一同、皆
さまを⼼よりお待ちしています。 

末筆になり⼤変恐縮ですが、地元富⼠⾒町及び富⼠⾒
⾼原リゾートの皆様には、今回⼤会開催にあたって多⼤
なる便宜を図っていただきましたこと、誠に感謝申し上
げます。現在の日本の環境の中で今回⼤会の開催が可能
となり、競技性の向上を実現できたことには、場所を提
供してくださる地元の皆さまのご協⼒が不可⽋です。学
生の皆さまには、是非ともそのことをよく認識して、今
回のインカレスプリントにご参加いただければと思い
ます。 

ご挨拶 
 

2015 年度日本学生オリエンテーリング選⼿権⼤会 
ロング・ディスタンス競技部門実⾏委員⻑ 

石澤 俊崇 

 
およそ１０年前、インカレのロング競技部門が３月で

はなく、秋・冬に開催されるようになると決まった時、
真っ先にわたしの頭に浮かんだのは、「八ヶ岳でインカ
レができる︕」ということでした。そんな思いはいつし
か忘れかけていたところ、１年半ほど前にオリエンテー
リング地図作成のプロとなったNishiPRO の⻄村さんに
声をかけていただいたことからプロジェクトが動き出
し、このたびついに八ヶ岳でのインカレ開催が実現しよ
うとしています。参加される誰よりも、きっとわたし⾃
身がこのインカレを楽しみにしています。 

今回のロング競技で使われるテレインは、数ある八ヶ
岳テレインの中でも最⾼と呼べるほどのものです。テレ
インが開発されたのは２０年以上も前のことですが、こ
れまで、GPS やレーザー測量などの技術を投⼊した地図
とはなっておらず、静かに時を待っていました。今回の
インカレ開催にあたって新たに命を吹き込まれたテレ
インは、きっと多くの参加者に素晴らしいオリエンテー
リングを体験させてくれることでしょう。今から、充実
した表情の皆さんの顔が思い浮かぶようです。八ヶ岳を
愛する一人として、今回のインカレを契機に一人でも多
くの人に八ヶ岳地域（オリエンテーリング地図のある⻑
野県富⼠⾒町および⼭梨県北杜市）が好きになって欲し
いし、この地でのオリエンテーリングの楽しさを知って
もらいたいと願っています。 

早いものでインカレ当日までもうわずかとなりまし
た。きっと準備は万端だと思います。多くの選⼿が⾃分
の持てる⼒を発揮され、素晴らしい戦いになることを期
待しています。 

最後になりましたが、本⼤会の開催の為に多⼤なご協
⼒を頂きました、富⼠⾒⾼原リゾート、並びに多くの地
元富⼠⾒町関係者の皆様に、さらには、インカレでのテ
レイン使用を認めて下さった東京 OL クラブの皆様に、
実⾏委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。 
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1.1 開催内容 

本⼤会では、日本学生オリエンテーリング選⼿権実施規則 2.1 項に定められた『スプリント競技
部門、ロング・ディスタンス競技部門』（以下、選⼿権の部）を開催します。同時に、選⼿権の部に
出場しない日本学連加盟員のための競技部門（以下、一般の部）を開催します。 

日本学連加盟員以外の方を対象とした「JOA 公認⼤会カテゴリ B 富⼠⾒⾼原ミドルオリエンテー
リング⼤会」についても、本⼤会と同時に開催します。公認⼤会の詳細については、当該大会の要
項およびプログラム（http://www.orienteering.com/~icl2015/?p=authorized）をご覧
ください。 

 
1.2 略称、呼称 

本プログラムでは、以下の略称、呼称を使用することがあります。 
 
分類 略称、呼称 正式名称、備考 

⼤会 インカレ 日本学生オリエンテーリング選⼿権⼤会 
公認⼤会 JOA 公認⼤会カテゴリ B 富⼠⾒⾼原ミドルオリエンテーリング⼤会 

規則・ 
規程 

インカレ実施規則 日本学生オリエンテーリング選⼿権実施規則（47〜53 ページ参照） 
JSCD2008 コントロール位置説明仕様 Japan Specification for Control Descriptions 

JSSOM2007 日本スプリントオリエンテーリング地図図式 
Japan Specification for Sprint Orienteering Maps 

JSOM2007 日本オリエンテーリング地図図式 
Japan Specification for Orienteering Maps 

組織 
日本学連 日本学生オリエンテーリング連盟 
YMOE 社 有限会社 ヤマカワオーエンタープライズ 

競技部門 
スプリント スプリント競技部門（10 月 3 日(土)に⾏う全競技を指します） 

ロング ロング・ディスタンス競技部門（10 月 4 日(日)に⾏う全競技を指します） 
 
1.3 団体名表記 

本プログラムでは、以下の学校をまとめて、団体名で表記することがあります。 
 

団体名 学校名 

東⼤ OLK 
東京⼤学、⽴教⼤学、武蔵野⼤学、東京医科⻭科⼤学、津田塾⼤学、十⽂字学園⼥子⼤学、
実践⼥子⼤学、お茶の水⼥子⼤学、跡⾒学園⼥子⼤学、一橋⼤学 

KOLC 
相模⼥子⼤学、慶應義塾⼤学、関東学院⼤学、横浜市⽴⼤学、横浜国⽴⼤学、 
フェリス⼥学院⼤学 

早⼤ OC 早稲田⼤学、日本⼥子⼤学、東京理科⼤学、学習院⼤学 
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タイム
テーブル

P.6-7

  
2.1 10 月 3 日(土) スプリント競技、モデルイベント（ロング・ディスタンス競技）  

9:00 M S 開場、スプリント一般の部、ロング受付開始 
モデルイベント ⼊⼭申請開始 陸上競技場 7.4 節 

8.2 節 
9:00〜15:40 M  モデルイベント 開設時間 陸上競技場 8.1 節 

9:00〜10:15  S 選⼿権の部、チームオフィシャル受付 
（選⼿権の部スタート待機所 ⼊場時間帯） スポーツセンター 7.4 節 

10:00   弁当配布開始 体育館 7.12 節 
10:15  S 観戦ガイド配布開始、地図販売開始 陸上競技場 7.11 節 

10:20〜   チームオフィシャル受付再開 
（選⼿権の部スタート待機所には⼊れません） 陸上競技場 7.4 節 

10:50  S ⼥子選⼿権の部 競技開始  7.７節 
11:19  S ⼥子選⼿権の部 ラストスタート   
11:30  S 男子選⼿権の部 競技開始  7.７節 
12:27  S 男子選⼿権の部 ラストスタート、スタート閉鎖   
12:50  S 一般の部 競技開始  7.７節 
13:07  S 選⼿権の部 フィニッシュ閉鎖  7.9 節 
14:07  S 選⼿権の部 調査依頼受付締め切り 陸上競技場 7.10 節 
14:30 M  モデルイベント⼊⼭申請締め切り 陸上競技場 8.2 節 
15:00   テクニカルミーティング質問事項提出締め切り 陸上競技場 6.3 節 
15:15  S 一般の部 スタート閉鎖  7.７節 
15:30   弁当回収期限 体育館 7.12 節 
15:40 M  モデルイベント 下⼭申請締め切り 陸上競技場 8.4 節 
15:55  S 一般の部 フィニッシュ閉鎖  7.9 節 
15:50〜   表彰式、開会式 陸上競技場 7.13 節 
16:20〜16:35   記念撮影エリア開放 陸上競技場 7.14 節 
16:30〜17:30   テクニカルミーティング 体育館 6.3 節 
16:45   陸上競技場閉鎖 陸上競技場   

※ 表中の M はモデルイベント関連、 S はスプリント関連を示します。 
  

 

2 タイムテーブル 
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P.6-7

2.2 10 月 4 日(日) ロング・ディスタンス競技  
8:15 開場 陸上競技場 9.3 節 
9:00〜 9:30 選⼿権の部スタート待機所 ⼊場時間帯 スポーツセンター 9.2 節 
9:13 一般の部 競技開始  9.7 節 

11:00 一般の部 ラストスタート  9.7 節 
11:20 観戦ガイド配布開始 陸上競技場 9.12 節 
11:30 選⼿権の部 競技開始、一般の部 スタート閉鎖  9.7 節 
12:00 弁当配布開始 体育館 9.14 節 
13:00 一般の部 フィニッシュ閉鎖  9.10 節 
13:10 バス輸送開始  4.3 節 
13:30 選⼿権の部 ラストスタート   

13:45 選⼿権の部 スタート閉鎖  9.7 節 
地図販売開始 陸上競技場 9.15 節 

14:00 一般の部 調査依頼受付締め切り 陸上競技場 9.13 節 
15:05〜15:40 表彰式・閉会式 陸上競技場 9.16 節 
15:30 弁当回収期限 体育館 9.14 節 
15:40〜15:55 記念撮影エリア開放 陸上競技場 9.18 節 
16:00 選⼿権の部 フィニッシュ閉鎖  9.10 節 
17:00 選⼿権の部 調査依頼受付締め切り 陸上競技場 9.13 節 
17:10 ⼤会専用バス 最終便出発時刻 体育館前 4.3 節 
18:00 陸上競技場閉鎖 陸上競技場  
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3.1 主管者の連絡先 

主管者の連絡先を以下に示します。⼤会期間中は基本的に電話で、それ以外の期間は電子メール
で連絡してください。 
 

▼大会期間中︓10 月 3 日(土) 〜 4 日(日) 
当日問い合わせ担当 寺岡 倫子 TEL︓080 - 2014 - 1107 

石塚 脩之 TEL︓090 - 7063 - 5921 
e-mail︓icsl2015_information  googlegroups.com 

 
▼大会期間外 

実⾏委員会問い合わせ用アドレス（スプリント、ロング・ディスタンス競技部門共通） 
※ エントリー関連含め、全てのお問い合わせはこちらにお願いいたします。 
e-mail︓icsl2015_information  googlegroups.com 

 
 

3.2 大会公式 Web サイト 
http://www.orienteering.com/~icl2015/ 
 

3.3 大会適用規則 
本⼤会では、インカレ実施規則が適用されて

います。ただし、以下の条項を不適用とし、ス
プリント競技選⼿権の部において、遅刻スター
トを認めません。 
 
25.8 競技者が⾃己の責によりスタートに遅刻した

場合，到着次第すぐにスタートすることができ
る。この場合，正規のスタート時刻にスタート
したものとして計時される。主管者は，正規に
スタートする競技者に影響を与えないように，
いつスタートさせるかを決めることが出来る。 

 
インカレ実施規則の全⽂は 47 ページ以降に

掲載しています。 
 

3.4 受付 
本⼤会の受付はスプリント競技、ロング競技

で別々に⾏います。形式も異なりますので、詳
細は 7.4 節、9.4 節をご覧ください。 
 
・⽋場時の申請は必要ありません。 
・オフィシャル変更時は、受付時に口頭で申し

出てください。 
・選⼿変更申請については次節に記載します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 選手変更申請 
選⼿変更は、スプリント、ロング両競技共に

選⼿権の部のみ受け付けます。申請は地区学連
単位で受け付けます。選⼿交代を⾏う地区学連
は、以下の通り申請を⾏ってください。 

なお、ロング競技では受付を学校単位で⾏う
ため、交代する選⼿の SI カードとナンバーカー
ドは、各地区学連の責任において交代する選⼿
間で受け渡してください。受け渡しに関して、
主管者は関与しません。 
 

▼必要記載事項 
・地区学連名 
・対象クラス（ME/WE） 
・⽋場する選⼿の氏名、学校名、学年 
・交代出場する選⼿の氏名、学校名、学年 

 
▼申請方法 

▽スプリント競技 
10 月 2 日(⾦)16 時までに、3.1 節記載の

問い合わせ用アドレスに電子メールで連絡
してください。申請を確認次第、返信を⾏い
ますが、18 時までに返信のない場合は、080 
- 5543 - 2344（スプリント実⾏委員⻑ 齋
藤）までご確認ください。 

 
▽ロング・ディスタンス競技 
10 月 3 日(土)16 時までに、スプリント競

技会場の受付に書⾯で申請してください。必
要記載事項が書かれていれば、書式は問いま
せん。 

 
 
 
 
 

3 大会全般 

＠

＠
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大会全般
P.8-10

3.6 ⽴入禁⽌区域 
要項 1 記載の通り、本⼤会への参加を予定している者（チームオフィシャル、公認⼤会参加者含

む）および観戦を予定している者は、要項 1 発⾏日から本⼤会終了までの期間、⻑野県諏訪郡富⼠
⾒町 富⼠⾒⾼原リゾート周辺への、オリエンテーリング目的（テレイン視察含む）での⽴⼊を禁⽌
します（競技参加時を除く）。詳細範囲は 12 ページに示す地図をご覧ください。なお、⽴⼊禁⽌区
域周辺道路および県道 484 号線の利用は妨げません。 

本⼤会の会場へは、4 章の記載に従ってお越しください。 
⽴⼊禁⽌区域の設定に伴い、以下のテレインをクローズします。クローズテレインの地図は大会

公式 Web サイトにて公開しています。 
 

▼クローズテレイン 
『富⼠⾒の森 第 2 版』  （2002 年 東京 OL クラブ作成） 
『AMIGASA』   （2000 年 NPO オリエンテーリングクラブ・トータス作成） 
『信州八ヶ岳高原 〜切掛沢川〜』（2008 年 NPO オリエンテーリングクラブ・トータス作成） 
 

3.7 過去の気象情報 
本⼤会が開催される 10 月 3 日から 10 月 4 日の、⻑野県諏訪郡富⼠⾒町周辺における過去 5 年

間の気象情報を以下に示します。本⼤会のテレインは、この観測地点から南東約 11 km、標⾼が 200
〜250 m 程度⾼い場所に位置しています。 
 

日付 
気温 [℃] 日照 

時間 
[h] 

降⽔量 
[mm] 

平均 
風速 

[m/s] 最高 最低 平均 

2010 年 
（平成 22 年） 

10 月 3 日 18.5 11.2 14.5 4.6 0.5 3.6 
10 月 4 日 23.0 12.8 16.0 1.3 5 2.1 

2011 年 
（平成 23 年） 

10 月 3 日 15.6 3.1 8.6 9.6 0 2.2 
10 月 4 日 17.9 2.2 9.3 10.8 0 1.8 

2012 年 
（平成 24 年） 

10 月 3 日 20.0 14.0 15.7 0.3 0 1.1 
10 月 4 日 23.7 13.3 17.0 5.4 0 1.8 

2013 年 
（平成 25 年） 

10 月 3 日 20.2 11.1 14.6 4.9 0 2.4 
10 月 4 日 19.5 10.3 14.1 3.6 0 1.7 

2014 年 
（平成 26 年） 

10 月 3 日 25.4 12.9 18.0 7.9 0 1.5 
10 月 4 日 19.1 12.2 14.8 3.6 0 2.2 

 
 
 
 

3.8 観戦 
3日のスプリント、4日のロング両競技とも、

会場での観戦が可能です。観戦者も選⼿に準じ、
⽴⼊禁⽌区域をはじめとした禁⽌事項を遵守し
てください。 

また、会場へのアクセスについては 4 章をご
覧ください。 
 

3.9 忘れ物 
⼤会会場およびテレイン内の忘れ物は、⼤会

終了後約 1 ヵ月間保管します。忘れ物の情報は、
⼤会公式 Web サイトでお知らせします。 

忘れ物についてのお問い合わせは、3.1 節記
載の問い合わせ先までお尋ねください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10 保険 
本⼤会では傷害保険および賠償責任保険に加

⼊しています。 
傷害保険は⼤会期間における競技の最中、お

よび⾃宅から競技会場までの往復途上に適用さ
れます。怪我等により治療を受けた場合は、通
院以上で、以下の通り保険⾦が⽀払われます。 
 
・死亡、後遺障害︓360 万円 
・⼊院︓2,400 円/日（180 日限度） 
・通院︓1,200 円/日 
（事故の日から 180 日以内で 90 日限度） 
 

万一に備え、健康保険証や本人確認書類（運
転免許証など）をご持参ください。 

 
 
 
 
 
 
 

▼観測地点 
⻑野県 原村 
北緯 35 度 58.2 分 
東経 138 度 13.2 分 
 
▼参考元情報 
気象庁 Web サイトの 
気象統計情報 
http://www.data.jma.
go.jp/obd/stats/etrn/
index.php 
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3.11 大会中⽌時の対応 
以下の場合には、⼤会を中⽌させていただき

ます。⼤会中⽌の場合でも、原則としてお⽀払
いいただいた参加費は返⾦いたしません。ご了
承ください。 
 
・天候悪化やその他の事情により、主管者が参

加者の安全を確保できないと判断した場合。 
・周辺交通機関のトラブル等により、参加者の

⼤半が来場できない場合、または来場できな
いと予想される場合。 

 
⼤会中⽌時の案内は、3 日（土）は朝 9:00 ま

でに、4 日（日）は朝 6︓00 までに大会公式 Web
サイトに掲載します。また、会場となる富⼠⾒
⾼原リゾート内陸上競技場や、JR 富⼠⾒駅に役
員を配置して対応します。 
 

3.12 注意事項 
▼写真撮影に関する注意 
本⼤会への参加者、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、主
管者や報道機関に撮影されることがあります。
本⼤会で撮影した全ての写真は、⼤会報告書お
よびオリエンテーリングの普及・広報活動（新
聞、雑誌、広報誌、Web サイト、チラシ等）の
ために利用させていただくことがあります。 
 

▼各種通信機器の使用に関する注意 
競技中は、携帯電話やタブレット等（以下、

各種通信機器）の使用を禁⽌します。 
また、スプリント、ロング両競技の選⼿権の

部においては、スタート待機所、ウォームアッ
プエリア、スタート地区における各種通信機器
の使用を禁⽌します。 

それ以外の場所での使用は問題ありません。 
 

▼地図の持ち込みに関する注意 
テレイン内（会場含む）には、12 ページに記

載されている⽴⼊禁⽌区域内を示す地図、およ
びそれに類するもの（O-Map、⾏政図、コピー、
写真、イラストなど）の持ち込みを禁⽌します。
なお、持ち込んだことが発覚した場合は、失格
などの措置を取る場合があります。ただし、以
下の冊子、地図については例外とします。 

・本プログラム…持ち込みや閲覧はどこでも可
能です。 

・モデルイベントの地図…持ち込みや閲覧はど
こでも可能です。 

・スプリント競技の地図…10 月 4 日(日)のロ
ング選⼿権の部スタート待機所以外では閲
覧可能です。 

▼その他の注意 
・競技の公平性を保つため、競技を終了した選

⼿は、競技に関する情報をスタート前の選⼿
に提供するような⾏為を⾏わないでください。
提供⾏為が⾏われた場合は、情報提供に関わ
った両者ともに失格とします。 

・危険防⽌のため、会場（ウォームアップエリ
ア以外）では競技時以外に⾛らないようにし
てください。特に、応援時に会場内を⾛り回
ることを禁⽌します。 

・会場、およびテレイン内での飲酒、喫煙を禁
⽌します。 

・会場、およびテレイン内は火気厳禁です。 

・すべての競技者、チームオフィシャルは、競
技より優先される不慮の事故が発生した場合
には、最寄りの役員、あるいは⼤会本部に連
絡してください。 

・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でください。 

・⾃分で出したゴミは必ずお持ち帰りください。 
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4.1 会場所在地 

会場︓富⼠⾒⾼原リゾート 陸上競技場（⻑野県諏訪郡富⼠⾒町境 12067） 
   （カーナビ設定用 TEL︓0266-66-2121） 

※ スプリント、ロング両競技、およびモデルイベントの会場は共通です。  
4.2 アクセスマップ 

 

⽴⼊禁⽌区域、会場周辺地図は次ページに記載します。 
 

 

4 会場までのアクセス 
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会場
アクセス
P.11-14

4.3 公共交通機関でのご来場 
JR 中央本線 富⼠⾒駅から⼤会専用バスでご来場ください。富⼠⾒駅側の乗降場所は、10 月 3 日

(土)が富⼠⾒駅前、4 日(日)が富⼠⾒町役場前（富⼠⾒駅から 0.7 km、徒歩約 8 分）となります。
⼤会専用バスの所要時間は約 20 分です。 

 
▼往路（富⼠⾒町役場 or 富⼠⾒駅→会場） 
下り電⾞の到着タイミングに合わせて、人数が集まり次第運⾏します。 
10 月 3 日(土)の No.1 のバスについては、スプリント選手権の部出場者、およびスタート待機

所に入るチームオフィシャル専用のバスとします。No.1 以外のバスの降⾞場がスプリント選手権
の部出場者の⽴入禁⽌区域に位置しているため、No.1 以外のバスは乗⾞できません。それ以外の
学生は、No.2 か 3 のバスに乗⾞してください。学校ごとに乗⾞に人数を設定しておりますので、
内訳は下表をご覧ください。 

 
 10 月 3 日(土) 富⼠⾒駅→会場 
No. 対象電⾞ 対象（「学生」はチームオフィシャルを含む） 台数 定員

(計) 

1 9:10 着の電⾞ スプリント選手権の部出場者、 
スタート待機所に入るチームオフィシャル 1 40 

2 9:10 着の電⾞ スプリント選手権の部出場者以外の学生 ※ 3 105 
3 9:51 着の電⾞ スプリント選手権の部出場者以外の学生 ※ 3 105 
4 9:51 着の電⾞ 観戦者、チャレンジクラス出⾛者（学生以外） 1 40 

 
※ 学校ごとの乗⾞定員（No.2, 3 のバス乗⾞者 一部学校は団体名で表記します） 

No 北海道 
⼤学 茨城⼤学 東⼤ OLK 早⼤ OC KOLC 東京農工 

⼤学 千葉⼤学 合計 

2 3 2 31 9 29 10 21 105 
3 ― ― 34 10 30 10 21 105 

 
10 月 4 日(日)は、学生は No.5 のバスに乗⾞してください。 
 

 10 月 4 日(日) 富⼠⾒町役場→会場 
No. 対象電⾞ 対象（「学生」はチームオフィシャルを含む） 台数 定員(計) 
5 8:37 着の電⾞ 学生（主にロングの日から出場する方向け） 1 40 
6 8:37 着の電⾞ 観戦者、公認⼤会出場者（学生以外） 1 40 
7 9:10 着の電⾞ 観戦者、公認⼤会出場者（学生以外） 1 40 
 
往路の⼤会専用バスに接続する下り電⾞の時刻表を以下に示します。 
 
接続バス

No. 電⾞ 主な駅の出発時刻 到着 

5, 6 普通 松本⾏き 6:14 ⾼尾駅発 8:37 富⼠⾒駅着 
1, 2, 7 普通 松本⾏き 6:35 八王子駅発→6:42 ⾼尾駅発 9:10 富⼠⾒駅着 

3, 4 特急 あずさ 3 号 
南⼩⾕⾏き 

6:38 千葉駅発→7:30 新宿駅発 
→8:01 八王子駅発 9:42 富⼠⾒駅着 

3, 4 普通 甲府⾏き 
＋普通 松本⾏き 

6:43 ⽴川駅発→6:54 八王子駅発 
→8:38 甲府駅着 

→（乗り換え）8:53 甲府駅発 
9:51 富⼠⾒駅着 
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▼復路（会場→富⼠⾒町役場 or 富⼠⾒駅） 
富⼠⾒⾼原リゾートの体育館前より⼤会専用バスを運⾏します。 
10 月 3 日(土)は、観戦者や公認⼤会出場者を対象として、16:10 に 1 台発⾞します。 
10 月 4 日(日)は、13:10 より人数が集まり次第運⾏します。表彰式後の、復路の⼤会専用バス

に接続する上り電⾞の時刻表を以下に示します。 
 

富⼠⾒駅出発時刻 電⾞ 
16:55 普通 ⼩淵沢⾏き（⼩淵沢駅にて甲府⾏き、甲府駅にて⾼尾⾏きに接続） 
17:13 特急 あずさ 56 号新宿⾏き 
17:50 普通 ⼤月⾏き（⼤月駅にて東京⾏きに接続） 

 
・⼤会専用バスの利用を希望する学生の数が多いため、同⼤学でまとまって乗ろうとせずに、表彰

式終了後は速やかな乗⾞を優先させてください。万が一、後発のバスに乗⾞が集中しすぎた場合、
乗⾞できない⼈が発生する危険があります。 

・学生以外の方（観戦者や公認⼤会参加者）は、学生がバスに乗れなくなる事態を防ぐため、極⼒
表彰式終了前の便にご乗⾞いただければ幸いです。 

・バスの最終便は 17:10 会場発（※17:50 富⼠⾒駅発電⾞に間に合う最後の時刻）を予定しており
ます。この時間以降はタクシーをご利用いただくしかありません。 
 
▼注意事項 

・バス発着の最寄り駅となる富⼠⾒駅を多くの学生が通過することになります。券売機が少ないこ
とから発券が⼿間取り乗り遅れが発生することが懸念されるため、あらかじめ往復切符を買って
おくようにしてください。また、富⼠⾒駅では Suica を使用することもできますが、使用する場
合は残額不⾜にならないよう十分な⾦額をチャージしておいてください。参考までに、八王子〜
富⼠⾒間は普通電⾞で片道 2,270 円かかります。 

・⼤会専用バスには予約をしていない方も乗⾞できますが、希望者多数の場合は乗⾞できないこと
があります。 
 
4.4 ⾃家用⾞、チャーターバスでのご来場 

・中央⾃動⾞道 ⼩淵沢 IC より約 10 分（6 km）、または諏訪南 IC より約 18 分（12 km）です。 
・12 ページの会場周辺地図に記載してある駐⾞場に、役員の指示に従って駐⾞してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



目次

はじめに

タイム
テーブル
P.6-7

大会全般
P.8-10

会場
アクセス
P.11-14

スプリント
スタート
リスト
P.33-36

オフィシャル

ロング
当日
P.28-31

競技情報
P.17-21

宿泊
P.15-16

スプリント
当日
P.22-26

モデル
イベント
P.26-27

ロング
スタート
リスト
P.37-45

大会役員

実施規則

歴代
入賞者

Page 15

宿泊
P.15-16

  
申し込み時に宿泊斡旋を希望した方向けの情報になります。  
5.1 宿舎一覧 

・宿舎の割り振りが変更される場合は該当校にのみ連絡します。 
・ペンションはさらに複数の建物に分かれています。詳細情報は、ペンションに宿泊する学校に連

絡します。 
・宿舎周辺地図は 11 ページをご覧ください。  

地区 宿舎 会場までの 
所要時間 宿泊する学校名 

富⼠⾒ 

ジュネス八ヶ岳 徒歩 5 分以内 

相模⼥子⼤学、慶應義塾⼤学、関東学院⼤学、 
横浜市⽴⼤学、横浜国⽴⼤学、フェリス⼥学院⼤学、 
早稲田⼤学、日本⼥子⼤学、東京理科⼤学、学習院⼤学、 
筑波⼤学、⼤阪⼤学、奈良⼥子⼤学、神⼾⼤学、 
神⼾市外国語⼤学、新潟⼤学 

スポーツセンター 徒歩 5 分以内 東北⼤学、宮城学院⼥子⼤学、千葉⼤学、東京農工⼤学、 
⾦沢⼤学、福島⼤学、北海道⼤学 

八峯苑
はっぽうえん

⿅の湯 
徒歩 

5〜10 分 岩⼿⼤学、岩⼿県⽴⼤学、東京工業⼤学 

富⼠⾒ペンション 徒歩 
10〜15 分 

東京⼤学、⽴教⼤学、武蔵野⼤学、東京医科⻭科⼤学、 
津田塾⼤学、十⽂字学園⼥子⼤学、実践⼥子⼤学、 
お茶の水⼥子⼤学、跡⾒学園⼥子⼤学、一橋⼤学、 
群馬⼤学、茨城⼤学、⾦沢工業⼤学 

貸別荘 2.6 km 
⾞で約 6 分 静岡⼤学、広島⼤学、岡⼭⼤学 

⼩淵沢 ⼩淵沢ペンション 約 6.5 km 
⾞で約 15 分 京都⼤学、京都⼥子⼤学 

原村 原村ペンション 約 10 km 
⾞で約 20 分 名古屋⼤学、椙⼭⼥学園⼤学 

 
5.2 宿舎へのアクセス 

4 章に記載している地図をもとに移動して
ください。ペンション、貸別荘のアクセス方法
についての詳細は、該当校の代表者に 9 月 25
日(⾦)までに別途連絡します。 

また、富⼠⾒ペンションについては、競技エ
リアへの侵⼊を防ぐため右に示すルートに従
ってお越しください。  

5.3 チェックイン、チェックアウト 
・チェックインは 15:00 以降に⾏えます。各宿舎

において、学校ごとに⾏ってください。ペンシ
ョン、貸別荘のチェックイン方法についての詳
細は、宿舎へのアクセス方法と同時に各校の代
表者に別途連絡します。 

・チェックアウトは 8:30 までに⾏ってください。
方法は宿の指示に従ってください。 

 
 
 

5 宿泊 
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5.4 駐⾞場 
▼ペンション、貸別荘宿泊者 
駐⾞場に関する情報は、宿舎へのアクセス方

法と同時に各校の代表者に別途連絡します。  
▼上記以外の施設への宿泊者 
スプリント、モデルイベントの来場時に使用

した駐⾞場をそのままご利用ください。  
5.5 食事、入浴 

・夕食および朝食の場所は、基本的に宿舎の食
堂となります。時間については宿舎の指示に
従ってください。 

・食事の内容は、各宿舎により異なります。不
安のある方は、各⾃で食料をご持参ください。 

・⼊浴時間については宿舎の指示に従ってくだ
さい。 

 
 
 
     

5.6 注意事項 
・宿泊キャンセルは不可です。 
・宿舎では、各宿舎の取り決めに従うと共に、

一般的常識をわきまえて⾏動してください。 
・競技に使用した靴など、泥の付着した格好で

宿舎に⼊らないでください。 
・ペンション、貸別荘宿泊者には、宿舎へのア

クセス、駐⾞場およびチェックインに関する
情報について、各校の代表者に 9 月 25 日(⾦)
までに別途連絡します。 

・ミーティングスペースの場所および時間割は、
申し込み時にミーティングスペースの利用を
希望した学校の代表者に対し 9 月 25 日(⾦)
までに別途連絡します。 

・宿舎によって設備が異なりますが、アメニテ
ィ（シャンプーやリンス等）は無いことを想
定し、ご持参ください。 

・競技中、宿舎に荷物をおいておくことはでき
ません。 
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スタート、フィニッシュについての記載は 7 章（スプリント）、9 章（ロング）にて⾏います。  
6.1 競技形式 

10 月 3 日(土)︓スプリント競技 
10 月 4 日(日)︓ロング・ディスタンス競技  

6.2 公式掲示板 
競技会場および選⼿権の部スタート待機所内

に公式掲示板を設置します。 
裁定委員の氏名、プログラム発⾏後の変更点

や連絡等、参加者に対する公式な情報は全てこ
の掲示板によって通知します。出⾛前に必ず内
容を確認してください。 

 
 
 
 
  

6.3 テクニカルミーティング 
スプリント競技部門のテクニカルミーティン

グは⾏いません。 
ロング・ディスタンス競技部門のテクニカル

ミーティングは、10 月 3 日(土)の 16:30 より
体育館にて⾏います。注意事項の説明や、質疑
応答を予定しています。 

各校の参加可能人数は 2 名までとします（チ
ームオフィシャル含む）。テクニカルミーティン
グで⾏った説明や質疑応答の内容は、当日の 21
時までに大会公式 Web サイトに掲載します。
また、翌朝の公式掲示板にも掲載します。 

競技⾯での質問事項がある方は、10 月 3 日
(土) 15:00 までに学校ごとに取りまとめの上、
学校名を明記して書⾯にて受付まで質問事項を
提出してください。   

6.4 クラス毎のコース概要、競技時間  
10 月 3 日(土) スプリント競技 

コース設定者︓結城 克哉 
選手権の部/一般の部 競技時間︓40 分 
※一般の部はクラス名に C がつきます 

クラス 距離 
[km] 

登距離 
[m] 

優勝設定 
時間 [分] 

 ME / MEC 2.5 70 13 
 WE / WEC 2.0 65 13 
＜コースプロフィール＞ 

地図の細部を読み取る能⼒とルートチョイス
能⼒が求められます。コントロール位置は簡単
ですが、そこにたどり着くルートを読み取るこ
とが難しいレッグを多く組み⼊れています。 

 
 
・申し込み多数のクラスは、申し込み人数に応

じて複数のクラスに分割しました。 
・スプリントでは、距離、登距離共に最速と予

想されるルートでの値です。 
・ロングでは、距離はスタートから全てのコン

トロールを経由したフィニッシュまでの直線
距離、登距離は最速と予想されるルートでの
値です。 

・給水位置はコース距離に対する割合を示して
います。給水についての詳細は 6.12 節をご
覧ください。 

・競技時間を超えた選⼿は失格となります。そ
の場合は、競技中でも速やかにフィニッシュ
に向かってください。 

10 月 4 日(日) ロング・ディスタンス競技 
コース設定者︓尾崎 弘和 

選手権の部 競技時間︓2 時間 30 分 
クラス 距離 

[km] 
登距離 
[m] 

優勝設定 
時間 [分] 

給水位置 
[％] 

 ME 9.6 310 80 18, 42, 74 
 WE 6.2 190 65 20, 59 

一般の部 競技時間︓2 時間 
クラス 距離 

[km] 
登距離 
[m] 

優勝設定 
時間 [分] 

給水位置 
[％] 

 MUL1 5.8 170 50 24 
 MUL2 5.9 170 50 24 
 MUL3 5.9 200 50 21 
 MUL4 5.8 200 50 25 
 MUS 3.7 130 40 ― 
 MUF1 3.3 090 40 ― 
 MUF2 3.1 080 40 ― 
 WUL 3.7 120 50 35 
 WUS 2.3 050 40 ― 
 WUF 2.6 090 40 ― 
＜コースプロフィール＞ 

E/L クラスは、体⼒的・技術的に⾼負荷のコー
スです。早いスピードの中で、ルートチョイス
や細かいナビゲーション等の様々な課題が要求
されます。 

S/F クラスは、技術レベルは⾼くありません
が、特徴物が少ないエリアも使用されるため、
基本的な⼿続きや動作が多く求められます。 

 
 
 

6 競技情報 
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6.5 地図仕様  
 スプリント ロング 

縮尺 1:4,000 

＜選⼿権の部＞ 
1:15,000 
＜一般の部＞ 
1:10,000 

等⾼線間隔 2 m 5 m 
⾛⾏可能度 4 段階表記 4 段階表記 
地図サイズ A4 A4 
地図表記 JSSOM2007 準拠 JSOM2007 準拠 

特殊記号 
石塁（下部か
らのみ視認可） 

なし 

× 台（上部通⾏不可）
耐水性 透明ポリ袋封⼊済み 

コントロール 
位置説明 JSCD2008 準拠 

 
6.6 コントロール位置説明表 

コントロール位置説明表は地図に印刷されて
います。また、スプリント競技ではスタート   
4 分前枠、ロング競技ではスタート 2 分前枠に
て事前配布を⾏います。 

事前配布するコントロール位置説明表のサイ
ズに関する情報を以下に記載します。  
 スプリント 15 cm × 5 cm 以下 
 ロング 20 cm × 5 cm 以下 

    

6.7 テレインの概要 
▼スプリント競技 
競技エリアである富⼠⾒⾼原リゾートは、編

笠⼭（あみがさやま）の裾野、標⾼ 1,250〜
1,450 m のエリアに位置し、スキー場、陸上競
技場など多くのスポーツ設備を有する施設です。 

施設敷地内の⾛⾏可能度は概して⾼いですが、
林の状況はエリアによって異なり、下草・倒木
により⾛⾏可能度の低いエリアも存在します。  

▼ロング・ディスタンス競技 
富⼠⾒⾼原リゾートに隣接する富⼠⾒の森は、

標⾼ 1,000〜1,300 m と⾼低差およそ 300 m
にわたって広がる南⻄に延びた片斜⾯です。総
じて地形的な特徴物は少なく、⼩径と点状特徴
物が多く存在します。⾛⾏可能度は総じて⾼い
です。  

6.8 服装および所持品 
・公序良俗に反する服装と主管者が判断した場

合、その者の出⾛を認めないことがあります。 
・スプリント競技ではピン付きシューズの使用

を禁⽌します。ロング競技での使用は問題あ
りません。 

・出⾛にはナンバーカードの着用が必要です。
詳細は 6.10 節をご覧ください。 

・近隣の⼭林で過去に熊の目撃情報があります。
競技中の熊鈴の携⾏を推奨します。 

  
6.9 テレイン、コースの注意事項 

▼スプリント、ロング両競技共通 
・テレイン内には、一部⽴⼊禁⽌区域や危険区

域が存在します。⽴ち⼊った場合には失格と
なります。また、地図上にてパープルの実線
（709 ⽴⼊禁⽌区域の輪郭線）で表記された
箇所には、現地に⻘⻩テープを張ります。た
だし、会場内ではパープルの実線で表記され
た箇所に⻘⻩テープは張りません。 

  
・競技中の誘導は全て赤白色テープ誘導です。  

▼スプリント競技 
・テレイン内には、駐⾞場など⾞の⾛⾏するエ

リアが存在し、そのエリアを横断する形でコ
ース設定がされています。また、コースの設
定上、競技中に一般の方が多く通⾏する場所
を通過する可能性があります。⾞、人いずれ
も役員による交通整理を⾏いますが、競技者
⾃身も、くれぐれも通⾏に注意して競技する 

・競技中、花壇や植え込みに囲まれたエリアを
通過します。通⾏可能部分との境界が曖昧な
部分も存在するので、渉外上の問題を避ける
ために通⾏禁⽌と表記されているエリアは絶
対に通過しないでください。  
▼ロング・ディスタンス競技 

・コース上の誘導区間（705 誘導区間）に⾞道
（502 主要道路）を横断する箇所があります。
競技地図には誘導区間が⾞道の上に表記され
ていますが、競技中は誘導に従い地下道を使
用して⾞道を横断してください。 

・誘導区間が分岐している箇所があります。選
⼿権の部では分岐を左に、一般の部では分岐
を右に折れてください。一般の部ではこの分
岐誘導の先がフィニッシュとなります。分岐
誘導はモデルイベントにて同様の物を設置し
ますので各⾃ご確認ください。 

 

 

 ようお願いします。 
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6.10 ナンバーカード 
受付にてナンバーカードを配布します。各選

⼿が着用するナンバーカードの枚数は下表の通
りです。  

 選手権の部 一般の部 
スプリント 1 枚 1 枚 

ロング 2 枚 1 枚  
・ナンバーカード 2 枚の場合は胸と背中に 1 枚

ずつ、1 枚の場合は胸に 1 枚、いずれも⾒や
すい位置に水平に着用してください。 

・着用時は安全ピンで四隅を固定してください。
安全ピンは各⾃で準備願います。 

・ナンバーカードへの書き込みは禁⽌します。  
6.11 パンチングシステム 
全てのクラスにおいて、SportIdent 社の電子

パンチングシステム（SI カード）を使用します。 
 

▼SI システム概要 
選⼿個人が持つ「SI カード」を各コントロー

ルに設置してある「SI ステーション」に差し込
むことで、SI カードにデータが記録されコント
ロール通過が成⽴します。 

  
SI カード  SI ステーション 

 
コントロールに到着したら、コントロール識

別番号を確認して、SI カードの先端を SI ステ
ーションの穴に差し込みます。差し込んだ瞬間
に「ピッ」という電子音が鳴り、同時に赤いラ
ンプが点灯します。パンチは 0.数秒で完了しま
すが、必ず音か光を確認してください。 

 
▼パンチが確認できなかった場合 
SI カードを SI ステー 

ションに差しこんでか
ら数秒待っても電子音
も光も出ない場合は、SI
ステーションが故障し
ている可能性がありま
す。その場合は、コント
ロールに設置されてい
るピンパンチを使用し
て地図のリザーブ欄に
パンチをしてください。 

 

 

▼ミスパンチについて 
途中で間違ったコントロールのパンチが記

録されてい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。したがって、間違っ
たコントロールでパンチした場合でもそのまま
正しいコントロールに⾏ってパンチすればよい
ことになります。 

 
【例 1】7→8→9 と⾏くべきところ、8 を飛ば

して 9 をパンチした（7→9）場合 
⇒ 8 に戻ってパンチし、再び 9 をパンチする。 

 
【例 2】 7 の次に 8 に⾏くべきところ、他クラ

スのコントロール X でパンチした場合 
⇒ 8 に⾏ってパンチし、9 へ向かう。 

 
▼スタート 
スタート枠の⼊口ではクリアステーション

に SI カードを差し込み、SI カード内のデータ
を消去してください。クリアステーションは SI
カードを挿⼊して数秒待つと電子音と光を発し
ます。続いて、クリアの確認のためのチェック
を⾏ってください。チェックステーションは通
常のパンチと同じ⾼速で反応します。クリアす
ることは、競技者の責任です。クリアしていな
い SI カードを使用した場合は、コースを正しく
回ってきても失格になる可能性があります。 

 
▼使用する SI カードの仕様 
SI カードにはいくつかの種類があり、記録で

きるコントロール数およびパンチ反応速度が異
なります。 

選⼿権の部出場者に貸し出される SI カード
は、パンチ反応速度が0.06秒の「SIカード10」
となります。一般の部では、同一クラス内でも
SI カードの種類が異なる場合があり、また、貸
し出される SI カードに記録できるコントロー
ル数上限が 30 の場合もあります。不必要なパ
ンチを⾏い SI カードに記録できるコントロー
ル数が上限を超えた場合には失格になります
（同一コントロールを複数回パンチした場合で
もすべてのパンチが記録される可能性がありま
すので、ご注意ください）。 

マイカードをご使用の方は、ご⾃分のカード
の記録数を下表でご確認ください。 

 

カード種類 カード番号 
コントロール 

記録数 
カード 5 1-  499999 36 
カード 6 500000-  999999 64 
カード 8 2000000-2999999 30 
カード 9 1000000-1999999 50 
カード 10 7000000-7999999 128 
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▼SI カード関連の注意事項 
・複数の SI ステーションが設置されているコ

ントロールがありますが、どちらを使用して
もかまいません。ただし、別の SI ステーシ
ョンの音と区別が付きにくいので、⾃分のパ
ンチがしっかり⾏われたかどうかは注意して
ください。 

・SI カードの加工、書き込み等は認められませ
ん。脱落防⽌の目的でゴム紐を付けることは
許可します。競技中は SI カードのベルトを
指にはめ、ベルトをしっかりと締めて、落と
さないようにご注意ください。 

・レンタル SI カードを破損または紛失した場
合は実費を頂きます。SI カードを破損・紛失
した方は、必ずフィニッシュの役員に申告を
してください。 

・以下の場合は失格となります。 
・速くパンチをし過ぎて信号を確認できず、

SI カードにパンチしたことの電子記録が
ない場合 

・SI ステーションが故障している場合はバッ
クアップのピンパンチをしなければなら
ないが、この記録がない場合 

・記録できるコントロール数の上限（前項参
照）を超えてパンチを⾏った場合 

・SI カードを破損または紛失して、フィニッ
シュ後に記録が読み取れない場合 
 

6.12 給⽔所、救護所 
スプリント、ロング共に、競技会場内に救護

所を設けます。 
また、ロングではテレイン内に給水コントロ

ール（有人・無人）および救護所を設けます。
地図上において、救護所は十字のマーク、給水
コントロールはコントロール位置説明上で示さ
れます。給水コントロールを通らないクラスの
地図には、給水コントロールの位置にコップの
マークで位置が示されています。テレイン内救
護所において、競技中の競技者への飲料⽔の提
供は⾏いません。 

テレイン内救護所では、各⾃で⼿当てをした
場合は⽀障がなければ競技を続けることができ
ますが、⼿当てに役員の⼿を借りた場合には失
格となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.13 調査依頼、提訴 
▼調査依頼 
各校は、インカレ実施規則に対する違反につ

いて調査依頼を⾏うことができます。⼤会受付
に用意する所定の⽂書で⾏ってください。調査
依頼の受付は、スプリント、ロング共に⼤会本
部で⾏います。スプリントでは、選⼿権の部の
み受け付けます。 

調査依頼の締め切りは、フィニッシュ閉鎖の
1 時間後とします。調査依頼に対する回答は公
式掲示板に掲示します。 

 
▼提訴 
調査依頼に対する回答に疑義がある場合は提

訴を⾏うことができます。⼤会受付に用意する
所定の⽂書で裁定委員会に対して⾏ってくださ
い。提訴の受付は、スプリント、ロング共に⼤
会本部で⾏います。スプリントでは、選⼿権の
部のみ受け付けます。 

提訴の締め切りは、調査依頼の回答が通知さ
れてから 15 分後とします。 

提訴に対する裁定委員会の判断は最終的なも
のとなります。関係者に通知される他、⼤会報
告書にて報告されます。 

 
6.14 ドーピング検査 
本⼤会では、ロング選⼿権の部にてドーピン

グ検査を⾏います。 
参加者は『日本オリエンテーリング協会ドー

ピング防⽌規程』に定められたドーピング防⽌
方針および規則を理解し、遵守してください。 
http://www.orienteering.or.jp/AD/document/ 
JOA_Anti-Doping_Code130303.pdf 

 
6.15 シード選手 
日本学連理事会により、スプリント、ロング

各競技のシード選⼿として以下の選⼿が指定さ
れています。これらの選⼿はスタート時刻と間
隔について配慮されています。 

 
▼スプリント競技部門 

▽男子選手権（7 名） 
藤原 ⼤樹 （岩⼿⼤学 4 年） 
菅野 柊斗 （新潟⼤学 3 年） 
⼾上 直哉 （東京工業⼤学 4 年） 
橘 孝祐 （横浜国⽴⼤学 3 年） 
石⼭ 良太 （名古屋⼤学 3 年） 
糸井川 壮⼤ （京都⼤学 4 年） 
五百倉 ⼤輔 （京都⼤学 4 年） 
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競技情報
P.17-21

▽⼥子選手権（6 名） 
松田 沙也加 （岩⼿⼤学 4 年） 
五味 あずさ （⾦沢⼤学 4 年） 
⼭岸 夏希 （筑波⼤学 1 年） 
中村 茉菜 （早稲田⼤学 3 年） 
守屋 舞香 （椙⼭⼥学園⼤学 4 年） 
帯⾦ 未歩 （⼤阪⼤学 3 年） 
 

▼ロング・ディスタンス競技部門 
▽男子選手権（4 名） 
宮⻄ 優太郎 （東北⼤学 4 年） 
深田 恒 （東京⼤学 4 年） 
福井 悠太 （東京⼤学 4 年） 
糸井川 壮⼤ （京都⼤学 4 年） 
 
▽⼥子選手権（4 名） 
五味 あずさ （⾦沢⼤学 4 年） 
宮川 早穂 （⽴教⼤学 4 年） 
伊東 瑠実子 （東京⼤学 4 年） 
守屋 舞香 （椙⼭⼥学園⼤学 4 年） 
 

6.16 使用テープ一覧 
 

 赤白 
色 競技中におけるすべての誘導  

 赤⻘ 
色 

競技会場およびスタート待機所〜 
スタート地区の誘導  

 ⻘⻩ 
色 ⽴⼊禁⽌区域  
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スプリント
当日

P.22-26

  
7.1 当日の流れ 

 
7.2 来場の流れ 

▼選手権の部出場者 
駐⾞場、もしくは宿舎から直接、スポーツ

センター内のスタート待機所に向かってく
ださい。9:00〜10:15 の間に、スタート待
機所で受付を⾏い、そのままスタート待機所
に⼊場してください。 

会場や体育館（一般の部/観戦者用の更⾐
室・荷物置き場）には、競技後まで⼊ること
はできません。これらの場所に誤って⽴ち入
った場合、失格となりますのでご注意くださ
い。 

 
▼一般の部出場者／観戦者 
駐⾞場から会場（陸上競技場）に向かって

ください。 
 

▼チームオフィシャル 
選 ⼿ 権 の 部 出 場 者 と 同 様 に 、 9:00 〜

10:15 の間に、スタート待機所⼊口にて受付
を⾏ってください。スタート待機所に⼊る場
合は、そのまま⼊場してください。一度会場
や体育館に⽴ち入った方は、12:27 までスタ
ート待機所に入ることはできません。 

 
7.3 会場、設備 

・会場は富⼠⾒⾼原リゾート内陸上競技場です。選⼿権の部出場者、およびスタート待機所に⼊る
チームオフィシャルは競技前⽴⼊禁⽌です。 

・開場時刻は 9:00 です。 
・トイレ、⼥子更⾐室は、体育館およびスポーツセンター内に設けます。一般の部参加者および観

戦者はどちらも利用できます。選⼿権の部参加者はスポーツセンター内の１階のみ利用できます。 
・スポーツセンター内レイアウトは次ページをご覧ください。 
・会場レイアウトは観戦ガイド（7.11 節参照）に掲載します。 

7 スプリント競技部門（10 月 3 日） 
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スプリント
当日
P.22-26

 
7.4 受付、配布物（ロング・ディスタンス競技含む） 

10 月 3 日(土)の受付は以下の通り⾏います。例年
と異なり、個人単位の受付を⾏う箇所もありますので
ご注意ください。また、配布物一覧を右に示します。 

 

 時間 場所 受付 
単位 

スプリント 
選⼿権 
の部 9:00〜10:15 スタート 

待機所⼊口 個⼈ 

一般の部 9:00〜 会場 学校 
ロング 9:00〜 会場 学校 

チーム 
オフィシャル 

9:00〜10:15 スタート 
待機所⼊口 個⼈ 

10:20〜 会場 
 

・選⼿権の部の選⼿変更は各競技前日までの申請が必
要です（3.5 節参照）。 

・⽋場時の連絡は必要ありません。 
・チームオフィシャルの変更がある場合は受付に申し出てください。 
・この日に受付を⾏わなかった場合は、翌日の会場で受付を⾏ってください（9.4 節参照）。 
 

7.5 スタート待機所、ウォームアップエリア 選手権のみ  
スポーツセンター内にあるスタート待機所へ

は、選⼿権の部出場者およびチームオフィシャ
ルのみが⾏くことができます。受付にて配布物
を受け取った後、準備を終えた選⼿はスタート
地区に向かってください。ウォームアップ用の
地図はスタート地区にて回収し、競技後に会場
内で返却します。 

 
・12:27 までは一度スポーツセンターを出た後

の再入場はできません。ただし、ウォームア
ップ用の地図に示された範囲（以下、ウォー
ムアップエリア）との間は⾃由に⾏き来する
ことができます。 

・ウォームアップエリア内にはスプリント競技
部門で使用するコントロールと同じモデルと
なるコントロールを設置します。 

・各種通信機器の使用を禁⽌します。 
・公式掲示板を用意します。選⼿は出⾛前に必

ず確認してください。 
・風雨を避けることができます。 
・飲食は可能です。 
・スタート待機所から会場への荷物輸送は、原

則としてチームオフィシャルが⾏ってくださ
い。チームオフィシャルがいない学校に対し
ては、スタート待機所から会場まで主管者に
よる荷物輸送を⾏います。利用する場合は、
スタート待機所内に用意するネームタグを荷
物に付け、所定の場所に置いてください。た
だし、輸送間隔は不定期であり、荷物の到着
が遅くなる可能性があります。 

 
 

＜配布物＞ 
 
▼封筒（配布物の配布、ロング競技後の 

SI カードの返却用途を兼ねます）
▼レンタル SI カード（事前申請者のみ） 
▼レンタル SI カード一覧 
▼ナンバーカード 1 枚 
 （ロング選⼿権の部は 2 枚） 
▼スプリントウォームアップ用の地図 

（スプリントのスタート待機所⼊口
を通る選⼿、オフィシャルのみ） 

▼チームオフィシャル用 ID カード 
（チームオフィシャルのみ。⼤会期間

中は常に着用してください） 
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7.6 スタート地区への移動 
・選⼿権の部、一般の部共に、赤⻘色テープ誘

導での移動となります。所要時間等の情報は
公式掲示板に記載します。 

・選⼿権の部におけるチームオフィシャルの帯
同はウォームアップエリアまでとします。 

 
7.7 スタート 

⼥子選手権の部【10:50〜】 
男子選手権の部【11:30〜】 
一般の部   【12:50〜】 

・ナンバーカードおよび SI カードのない選⼿
は出⾛できません。 

・選⼿権の部は 1 分間隔、一般の部は 10 秒間
隔でスタートします。 

・スタートの流れ、スタート地区レイアウトは
次ページをご覧ください。 

・スタート地区から会場への、主管者による荷
物輸送は⾏いません。 

・選⼿権の部ではスタート時刻に遅れた選手は
出走できません。 

・一度スタートした選⼿は必ずフィニッシュを
通過するか、何らかの方法で SI カードをフィ
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の対象となります。 

 
7.8 競技時間 

選⼿権の部、一般の部共に 40 分です。競技
時間を超えると失格となります。競技時間を超
えそうな場合は、競技中でも速やかにフィニッ
シュに向かってください。 
 

7.9 フィニッシュ 
・選⼿権の部、一般の部共に会場に設営します。 
・最終コントロールからは赤白色テープ誘導に

従って進んでください。これに従わなかった
場合は失格とします。 

・パンチングフィニッシュとします。フィニッ
シュ後は追い越し禁⽌とします。 

・SI カードは役員の指示に従い提出してくだ 
さい。記録の読み取りを⾏った後、その場で
選⼿に返却します。SI カードを提出できない
選⼿は失格とします。 

・地図回収は⾏いません。 
・フィニッシュ閉鎖時刻は、選⼿権の部が 13:07、

一般の部が 15:55 です。 
・フィニッシュでは一切の調査依頼を受け付け

ません。 
 

7.10 調査依頼 
・調査依頼は選⼿権の部のみ受け付けます。 
・調査依頼を⾏う場合は、フィニッシュ後、速

やかに調査依頼用紙に必要事項を記⼊し、⼤
会本部へ提出してください。調査依頼用紙は
⼤会受付に用意します。 

・調査依頼の締め切りは 14:07 です。 
 

7.11 観戦ガイド配布、地図販売 
【10:15〜】 
選⼿権の部、およびチームオフィシャルのス

タート待機所⼊場完了後、10:15 より会場にて
以下の 3 つの観戦アイテムを配布、もしくは販
売します。 
 

▼観戦ガイド 
会場レイアウト、中間通過情報、会場内での注
目情報が掲載されています。会場各地で無料配
布します。 
 

▼観戦用地図 
ME、WE の両コース図、およびそれぞれの勝負
レッグのルート解説が掲載された Web ページ
へのリンク情報が記載されています。受付にて 
200 円で販売します。 
 

▼コース地図 
選⼿が持って⾛るのと同じ仕様の地図です。ME、
WE は 400 円、全コントロール図は 500 円で、
受付にて販売します。 
 

また、一般の部参加者のうち希望者は、10:15
より⾃分の競技用の地図を事前に受け取り、観
戦に利用することができます。その場合、⾃身
が出⾛する際には事前に受け取った地図を忘れ
ずにスタートまで持参してください。一般の部
の事前地図配布について、詳しくは当日公式掲
示板をご覧ください 
 

7.12 弁当 
配布【10:00〜】、回収【〜15:30】 

・弁当配布は体育館にて学校単位で⾏います。 
・配布の用意ができ次第放送を⾏いますので、

各校の代表者は弁当を取りに来てください 
・スタート待機所への弁当配布は⾏いません。 
・弁当のゴミは体育館にて回収するので、各校

で分別し、まとめて持参してください。回収
時間は 15:30 までです。それ以降は各⾃でお
持ち帰りください。 
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モデル
イベント

P.26-27

7.13 開会式、表彰式 
【15:50〜】 

・表彰式に先⽴ち、15:50 から開会式を⾏いま
す。主催者挨拶、前年度ロング優勝者の優勝
杯返還およびレプリカ贈呈などを⾏います。 

・開会式終了後、表彰式を⾏います。詳細は放
送でご案内します。表彰対象者は放送で招集
するので、指示された場所に速やかにお集ま
りください。 

・選⼿権の部の男⼥上位 1 名を、2015 年度ス
プリント競技選⼿権者とします。また、選⼿
権の部男⼥上位 6 名を⼊賞者として表彰しま
す。なお、選⼿権の部の日本学連初年度登録
者の中で最も成績の良かった男⼥各 1 名を特
別表彰します。 

・選⼿権者には、YMOE 社より O-シューズが賞
品として提供されます。 

・一般の部の表彰は⾏いません。 
・円滑な表彰式の進⾏にご協⼒ください。表彰

式中に対象者への花束贈呈時間は設けません。 

7.14 記念撮影エリア 
【表彰式終了から 15 分間】 
表彰式後に、学校単位での写真撮影、花束贈

呈が可能なエリアを用意いたします。詳細は当
日の会場アナウンスにてお知らせします。 

また、会場にて事前に花束の販売を⾏います。 
 

7.15 テクニカルミーティング 
【16:30〜】 
ロング・ディスタンス競技部門のテクニカル

ミーティングを 16:30 より体育館にて⾏いま
す。詳細は 6.3 節をご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
10 月 3 日(土)にロング・ディスタンス競技のモデルイベントを開催します。スプリント競技部門

のモデルイベントは開催しません。 
 

8.1 モデルイベントの流れ 

 
 

8.2 必要な事前準備、入山申請 
【9:00〜14:30】 
大会公式 Web サイトに⼊⼭申請書を公開い

たします。各参加校は事前にダウンロードし、
必要事項をまとめて記入の上、当日ご持参くだ
さい。各参加校の代表者は、⼊⼭前に必ず⼊⼭
申請書を受付に提出してください。 

 
8.3 地図 

・⼊⼭申請時に、受付にて地図をお渡しします。 
・当日も一般の方、地図をなくしてしまった方

を対象として若⼲数の地図を販売いたします
（1 枚 1,000 円）。 

・地図は、修正調査範囲については実際の競技
に使用するものと同一基準（JSOM2007）で
調査されてあり、A4 サイズ 1 枚の中に
1:10,000 と 1:15,000 の両方の縮尺で描
かれたものをご用意します。 

・耐水加工はされていません。地図を⼊れるポ
リ袋等が必要な場合は、各⾃でご用意くださ
い。  

・地図は事前に大会公式 Web サイトに掲載し
ます。 

 
 
 

8 モデルイベント（10 月 3 日） 
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モデル
イベント
P.26-27

8.4 下山申請 
【〜15:40】 
各参加校の代表者は、下⼭時に受付で下⼭申

請を⾏ってください。⼊⼭申請書の下⼭チェッ
ク欄に○を記載し、受付に再提出をお願いしま
す。再提出をもって、下⼭申請を完了とします。 

必ず 15:40 までに下⼭申請を完了してくだ
さい。下⼭申請がなされていない場合、捜索の
対象となります。 

 
8.5 SI カード 

・各⾃で所持している SI カード、またはモデル
イベントからの使用を申し込んだレンタル
SI カードを使用することができます。 

・受付では SI カードの読み取りサービスを⾏
います。 

 
8.6 会場〜テレインの移動 

・会場からモデルイベントテレインまでは、2.5 
km、徒歩 40 分です。地図内に表記されてい
る案内に従って移動してください。 

・道路では必ず歩道もしくは路側帯を通⾏し、
横断の際には十分に⾞の通⾏に注意してくだ
さい。 

・会場からモデルイベントテレインに向かう途
中、翌日のロング競技で使用するコントロー
ルや誘導を一部確認することができます。該
当位置は地図にてご確認ください。 
（一部学校が利用する宿舎から上記のコン
トロールや誘導が⾒えてしまうため、公平性
確保のためにあらかじめ公開することとし
ました） 

 
8.7 モデルイベント内容 

モデルイベントで使用するテレインは、実際
の競技で使用するテレインに隣接しており、類
似しています。 モデルイベントで設置する器具
や、その設置状況は以下の通りです。 

 
▼コントロール 
モデルイベントテレイン内の全コントロール

には、フラッグが実際の競技と同様の基準で設
置されており、フラッグの⾒え方や設置状態を
確認することが可能です。なおコントロールス
テーションがついているのは、一部のコントロ
ールのみとなっております。 

 
▼スタート地区 
選⼿権の部、および一般の部のスタート地区

に準じた設備を設置します。 
 
 

▼使用テープ  
実際の競技に準じた誘導テープ・⽴⼊禁⽌テ

ープを設置します。 
 

▼誘導区間の分岐 
選⼿権の部および一般の部における分岐のあ

る誘導区間（6.9 節参照）を実際の競技に準じ
て設置いたします。選⼿権の部の競技者は分岐
を左に、一般の部の競技者は分岐を右に折れて
ください。 

 
▼フィニッシュ地区 
パンチングフィニッシュのためのステーショ

ンを設置します。なお、モデルイベントとは異
なり、ロング当日では選⼿権の部と一般の部の
フィニッシュ地区は異なる場所にございます。 

 
8.8 注意事項 

・主管者が設置したもの以外のフラッグ、コン
トロールステーションおよびテープ等をモデ
ルイベントテレイン内に設置することは一切
認めません。  

・怪我をした場合は受付に申し出てください。 
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ロング
当日
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9.1 当日の流れ 

 
9.2 来場の流れ 

駐⾞場、もしくは宿舎から会場（陸上競技場）
に向かってください。 

選手権の部出場者は、会場からスタート待
機所（スポーツセンター内）に⼊る必要があ
ります。前日のスプリントと異なり、一度会
場に⼊っても問題ありません。9:00〜9:30
の間にスタート待機所に⼊場してください。 

スタート待機所に⼊場するチームオフィ
シャルの動きは、選⼿権の部出場者と同様で
す。ID カードを忘れずにご持参ください。 

 
 

9.3 会場 
・会場は富⼠⾒⾼原リゾート内陸上競技場です。 
・開場時刻は 8:15 です。 
・会場レイアウトを以下に示します。 
・スポーツセンター内レイアウトはスプリン

トと同一です。7.3 節をご覧ください。 

 

9 
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9.4 受付、配布物 
前日のスプリント競技会場で受付を⾏わな

かった学校、チームオフィシャルは受付を⾏っ
てください。配布物は 7.4 節をご覧ください。 

 

9.5 スタート待機所、 
ウォームアップエリア 

選手権 
のみ 

・スポーツセンター内にあるスタート待機所へ
は、選⼿権の部出場者およびチームオフィシ
ャルのみが⾏くことができます。 

・⼊場時には、ナンバーカードおよび SI カード
の所持確認を⾏います。 

・13:45 までは一度スポーツセンターを出た後
の再入場はできません。ただし、隣接するウ
ォームアップエリアとの間は⾃由に⾏き来す
ることができます。 

・各種通信機器の使用を禁⽌します。 
・スプリント競技の地図は持ち込み禁⽌です。 
・公式掲示板を用意します。選⼿は出⾛前に必

ず確認してください。 
・風雨を避けることができます。 
・飲食は可能です。 
・スタート待機所から会場への荷物輸送は、原

則としてチームオフィシャルが⾏ってくださ
い。チームオフィシャルがいない学校に対し
ては、スタート待機所から会場まで主管者に
よる荷物輸送を⾏います。利用する場合は、
スタート待機所内に用意するネームタグを荷
物に付け、所定の場所に置いてください。た
だし、輸送間隔は不定期であり、荷物の到着
が遅くなる可能性があります。 

 
9.6 スタート地区への移動 

▼選手権の部 
スタート待機所から赤⻘色テープ誘導で徒

歩 5 分以内です。所要時間等の詳細は、スター
ト待機所内の公式掲示板に記載します。 

▼一般の部 
会場から赤⻘色テープ誘導で 0.6 km、徒歩

約 8 分です。 
 

9.7 スタート 
一般の部 【9:13〜】 
選手権の部【11:30〜】 

・ナンバーカードおよび SI カードのない選⼿
は出⾛できません。 

・選⼿権の部は各クラス 2 分間隔、一般の部は
1 分間隔でスタートします。 

・スタートの流れ、スタート地区レイアウトは
次ページをご覧ください。 

 

・スタート閉鎖時刻は、選⼿権の部は 13:45、
一般の部は 11:30 です。 

・スタート地区から会場への、主管者による荷
物輸送は⾏いません。 

・一度スタートした選⼿は必ずフィニッシュを
通過するか、何らかの方法で SI カードをフィ
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の対象となります。 

 
9.8 遅刻スタート 

・スタートに遅刻した選⼿は遅刻枠に直⾏し、
役員の指示に従ってスタートしてください。 

・計時はスタートリストに記載されている時刻
からスタートしたものとして⾏います。 

・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。 

 
9.9 競技時間 

選⼿権の部は 2 時間 30 分、一般の部は 2 時
間です。競技時間を超えると失格となります。
競技時間を超えそうな場合は、競技中でも速や
かにフィニッシュに向かってください。 

 
9.10 フィニッシュ 

・選⼿権の部、一般の部では位置が異なります。
一般の部では SI カード読み取り後にテープ誘
導に従って会場に移動してください 

・最終コントロールからは赤白色テープ誘導に
従って進んでください。これに従わなかった
場合は失格とします。なお、一般の部最終コ
ントロールからの誘導は、6.9 節に記載のあ
る分岐誘導です。一般の部では分岐を右に進
んでください。 

・パンチングフィニッシュとします。フィニッ
シュ後は追い越し禁⽌とします。 

・SI カードは役員の指示に従い提出してくだ 
さい。記録の読み取りを⾏った後、その場で
選⼿に返却します。SI カードを提出できない
選⼿は失格とします。 

・地図回収は⾏いません。 
・フィニッシュ閉鎖時刻は、選⼿権の部が 16:00、

一般の部が 13:00 です。 
・フィニッシュでは一切の調査依頼を受け付け

ません。 
 

9.11 レンタル SI カード返却 
全ての選⼿が帰還した学校は、事前配布した

「レンタル SI カード一覧」で全てのレンタル
SI カードがそろっているかを確認の上、各校で
まとめて封筒に⼊れ、受付に返却してください。 
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9.12 観戦ガイド配布 
【11:20〜】 
会場レイアウト、中間通過情報、会場内での

注目情報が掲載されています。会場各地で無料
配布します。 

 
 

9.13 調査依頼 
・調査依頼を⾏う場合は、フィニッシュ後、速

やかに調査依頼用紙に必要事項を記⼊し、⼤
会本部へ提出してください。調査依頼用紙は
⼤会受付に用意します。 

・調査依頼の締め切りは、選⼿権の部が 17:00、
一般の部が 14:00 です。 
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9.14 弁当 
配布【12:00〜】、回収【〜15:30】 

・弁当配布は体育館にて学校単位で⾏います。 
・配布の用意ができ次第放送を⾏いますので、

各校の代表者は弁当を取りに来てください。 
・選⼿権の部出場者は、希望者に対してのみス

タート待機所での弁当配布を⾏います。希望
する場合は学校ごとにまとめて、9 月 25 日
(⾦)までに 3.1 節記載の問い合わせ用アドレ
スまで必要個数を連絡してください。 

・弁当のゴミは体育館にて回収するので、各校
で分別し、まとめて持参してください。回収
時間は 15:30 までです。それ以降は各⾃でお
持ち帰りください。 

 
9.15 地図販売、配布 

【13:45〜】 
・受付にて地図販売および地図配布を⾏います。 
・当日販売する地図の種類は以下の通りです。 
 

競技 地図 価格 

スプリント 
コース図 

（選⼿権のみ） 400 円 

全コントロール図 500 円 

ロング コース図 
（選⼿権のみ） 600 円 

公認⼤会 コース図 
（全クラス） 600 円 

ロング/公認⼤会 全コントロール図 700 円 
 
・各校で申し込み時に予約した地図は、この場

でお渡しします。 
・チームオフィシャルおよび日本学連賛助会員

には、スプリント、ロング両競技の選⼿権の
部のコース図を無料で配布します。チームオ
フィシャルについては、オフィシャル本人ま
たは代理人が ID カードを持参の上、受付ま
で申し出てください。 

・未出⾛者の地図は、各校の担当者が受け取り
に来てください。 

 
9.16 表彰式 

【15:05〜（予定）】 
・表彰式は、選⼿権の部の順位が確定次第⾏い

ます。詳細は放送でご案内します。表彰対象
者は放送で招集するので、指示された場所に
速やかにお集まりください。 

・一般の部、選⼿権の部の順に⾏います。 
・選⼿権の部の男⼥上位 1 名を、2015 年度ロ

ング・ディスタンス競技選⼿権者とします。

また、選⼿権の部男⼥上位 6 名を⼊賞者とし
て表彰します。なお、選⼿権の部の日本学連
初年度登録者の中で最も成績の良かった男⼥
各 1 名を特別表彰します。 

・選⼿権者には、YMOE 社より O-シューズが賞
品として提供されます。 

・一般の部は、各クラス上位 3 名を⼊賞者とし
て表彰します。 

・円滑な表彰式の進⾏にご協⼒ください。なお、
表彰式中に対象者への花束贈呈時間は設けま
せん。 

 
9.17 閉会式 
表彰式終了後、引き続き閉会式を⾏います。

閉会式は以下の内容を予定しています。 
 

・総評 
・2015 年度ロング実⾏委員⻑挨拶 
・インカレ旗引き継ぎ 
・2015 年度ミドル、リレー実⾏委員⻑挨拶 
・閉会宣⾔ 

 
 

9.18 記念撮影エリア 
【閉会式終了から 15 分間】 
閉会式後に、学校単位での写真撮影、花束贈

呈が可能なエリアを用意いたします。詳細は当
日の会場アナウンスにてお知らせします。 

また、会場にて事前に花束の販売を⾏います。 
記念撮影エリアの利用は 15:55 までとなり

ます。その後は迅速な撤収にご協⼒ください。
特に、⼤会専用バスに乗り込む方は急いでご対
応ください。 
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オフィシャル

  

チームオフィシャルは、受付で配布される ID カードを着用してください。 
 

岩⼿⼤学 
多田 智美 
⾼橋 美誉 
樋口 広樹 

東北⼤学 

門口 昌宣 
⻄本 昌史 
渡邉 祐司 
折原 ⾏希 

宮城学院⼥子⼤学 
齋藤 菜津美 
相場 ⾼平 

福島⼤学 依田 健志 

⾦沢⼤学 
⾼嶋 健伍 
松澤 卓也 

新潟⼤学 
⾼橋 祐貴 
⼭本 遼平 

慶應義塾⼤学 中島 正治 

千葉⼤学 
⼭本 信彰 
後藤 建 

筑波⼤学 

石松 純 
野本 圭介 
千葉 妙 
後藤 孔要 

東京⼤学 

真保 陽一 
⼭本 淳史 
糸賀 翔⼤ 
⼩島 拓也 

東京農工⼤学 
藤井 邦俊 
⼤塚 千夏子 

横浜国⽴⼤学 ⼩室 隆之 
犬⼭ 諒洋 

⽴教⼤学 
田邉 拓也 
鈴木 良広 

早稲田⼤学 

太田 瑛佑 
市之瀬 春佳 
飯塚 爽子 
⼩⼭ 達之 

実践⼥子⼤学 
平木 達也 
⻑友 悠 

一橋⼤学 
堀田 遼 
岩田 健太郎 

相模⼥子⼤学 
芦澤 咲子 
冨家 遼子 

東京医科⻭科⼤学 石野 夏幹 

東京工業⼤学 
古林 琢 
徳増 宏基 

茨城⼤学 ⻑⾕部 敬之 
横浜市⽴⼤学 ⼤河内 恵美 
群馬⼤学 新井 悠功 
武蔵野⼤学 ⼩泉 佳織 

名古屋⼤学 

嶋岡 雅浩 
前田 悠作 
⼭本 匡毅 
牧 宏優 

椙⼭⼥学園⼤学 
藤 未加子 
星 美沙 

⼤阪⼤学 
福井 直樹 
堀 裕多 
中⻄ 基裕 

京都⼤学 
宇井 賢 
内藤 一平 
中村 陽二 

京都⼥子⼤学 
八十島 梓 
市脇 翔平 

  

 
チームオフィシャルリスト 
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11.1 選手権の部スタートリスト 

・★印はシード選⼿です。  

 ME（1/2）            参加⼈数 58 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年（My SI No.） 

11:30 岡本洸彰 東京⼤学 1 
11:31 堀尾健太郎 名古屋⼤学 2 
11:32 ⾼久匠 岩⼿⼤学 3 
11:33 伊藤陵 京都⼤学 4 
11:34 ⻄村駿 東京工業⼤学 3 
11:35 ⼤竹達也 ⾦沢⼤学 3 
11:36 深田恒 東京⼤学 4 
11:37 ⼤村幸一郎 名古屋⼤学 4 
11:38 伊藤悠葵 ⼤阪⼤学 4 
11:39 林千尋 名古屋⼤学 4 
11:40 宮⻄優太郎 東北⼤学 4 
11:41 晝間悠生 慶應義塾⼤学 1 
11:42 桜井創 ⼤阪⼤学 4 
11:43 ⼤川拓哉 東北⼤学 3 
11:44 秋⼭周平 ⼤阪⼤学 3 
11:45 宮本樹 東京⼤学 1 
11:46 澤田潤 名古屋⼤学 2 
11:47 今正寛 ⾦沢工業⼤学 3 
11:48 郷尚之 新潟⼤学 2 
11:49 澤口弘樹 早稲田⼤学 3 
11:50 三浦孝之 福島⼤学 4 
11:51 福井悠太 東京⼤学 4 
11:52 杉浦弘太郎 名古屋⼤学 2 
11:53 ⼩松栄輝 東北⼤学 3 
11:54 松島真之 京都⼤学 4 
11:55 照井雄⼤ 東北⼤学 3 
11:56 ⼩泉知貴 慶應義塾⼤学 3 
11:57 ★橘孝祐 横浜国⽴⼤学 3 
11:58 築地孝和 神⼾⼤学 3 
11:59 中村哲 京都⼤学 2 
12:00 有賀裕亮 早稲田⼤学 2 
12:01 中野喬博 東京⼤学 2 
12:02 ★⼾上直哉 東京工業⼤学 4 
12:03 坂本譲 東北⼤学 2 
12:04 田中基成 筑波⼤学 3 
12:05 前中脩人 東京⼤学 3 
12:06 ⽴川⼤輝 関東学院⼤学 3 
12:07 ★藤原⼤樹 岩⼿⼤学 4 
12:08 加藤岬 東京⼤学 2 
12:09 田口茂樹 岩⼿⼤学 3 
12:10 角田貴⼤ 横浜市⽴⼤学 2 
12:11 八木颯 東北⼤学 2 
12:12 ★五百倉⼤輔 京都⼤学 4 
12:13 赤井章吾 東北⼤学 2 
12:14 猪俣祐貴 東京⼤学 3 
12:15 原田龍馬 東北⼤学 4 
12:16 ⿅島健人 新潟⼤学 2 
12:17 ★石⼭良太 名古屋⼤学 3 
12:18 ⼩林隆嗣 東北⼤学 2 
12:19 ⼩柏景司 新潟⼤学 2 
12:20 是永⼤地 名古屋⼤学 2 
ME スタートリストは右上に続く  

ME（2/2） 左下の続き 
12:21 ⾼野兼也 新潟⼤学 2 
12:22 ★菅野柊斗 新潟⼤学 3 
12:23 ⾼水陽介 名古屋⼤学 4 
12:24 柴沼健 早稲田⼤学 1 
12:25 橋本正毅 東北⼤学 3 
12:26 稲森剛 横浜国⽴⼤学 1 
12:27 ★糸井川壮⼤ 京都⼤学 4 

 

 WE              参加⼈数 30 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年（My SI No.） 

10:50 本間実季 東北⼤学 3 
10:51 千賀幸 岩⼿⼤学 2 
10:52 ⼤類茉美 フェリス⼥学院⼤学 2 
10:53 川島実紗 名古屋⼤学 3 
10:54 ⾦林優美 奈良⼥子⼤学 1 
10:55 椎名麻美 茨城⼤学 3 
10:56 ⻄方美⽻ 北海道⼤学 3 
10:57 伊東佑子 椙⼭⼥学園⼤学 4 
10:58 佐野萌子 京都⼥子⼤学 1 
10:59 ★帯⾦未歩 ⼤阪⼤学 3 
11:00 ⼭口仁実 奈良⼥子⼤学 2 
11:01 木村史依 ⾦沢⼤学 3 
11:02 森田桜織 横浜市⽴⼤学 3 
11:03 ★中村茉菜 早稲田⼤学 3 
11:04 成澤春菜 フェリス⼥学院⼤学 2 
11:05 神⾕玲花 椙⼭⼥学園⼤学 4 
11:06 宮田優花 筑波⼤学 4 
11:07 ★松田沙也加 岩⼿⼤学 4 
11:08 石野陽子 京都⼤学 3 
11:09 髙田奈緒 東京医科⻭科⼤学 4 
11:10 ⻘島千映⾥ 京都⼥子⼤学 2 
11:11 ★五味あずさ ⾦沢⼤学 4 
11:12 藤井菜実 椙⼭⼥学園⼤学 2 
11:13 伊東瑠実子 東京⼤学 4 
11:14 ⼩野澤清楓 群馬⼤学 3（7200549） 
11:15 ★守屋舞香 椙⼭⼥学園⼤学 4 
11:16 上良智子 京都⼤学 2 
11:17 ⻑⾕川真子 東北⼤学 2 
11:18 齋藤⾥紗 岩⼿⼤学 3 
11:19 ★⼭岸夏希 筑波⼤学 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スプリント競技スタートリスト 

↓Web 版ではクリックするとそのクラスにジャンプします。 
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11.2 一般の部スタートリスト 
・スタートは 10 秒間隔です。  

 MEC/WEC（1/5）  参加⼈数 277 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年 クラス 

12:50:00 庄司⼤輔 福島⼤学 3 MEC 
12:50:10 ⼩池一輝 一橋⼤学 1 MEC 
12:50:20 寺⻄翔 ⾦沢⼤学 1 MEC 
12:50:30 松本萌希 京都⼤学 1 MEC 
12:50:40 野頭賢太 横浜市⽴⼤学 1 MEC 
12:50:50 武藤祐輝 福島⼤学 2 MEC 
12:51:00 斎藤真矢 新潟⼤学 2 MEC 
12:51:10 矢部謙太 東北⼤学 3 MEC 
12:51:20 福永貴弘 東北⼤学 1 MEC 
12:51:30 遠藤匠真 ⼤阪⼤学 1 MEC 
12:51:40 半沢守 東北⼤学 3 MEC 
12:51:50 ⼩平修 東北⼤学 1 MEC 
12:52:00 ⼤田将司 一橋⼤学 1 MEC 
12:52:10 ⼭本明史 京都⼤学 1 MEC 
12:52:20 村田茉奈美 フェリス⼥学院⼤学 1 WEC 
12:52:30 上妻紅音 慶應義塾⼤学 2 WEC 
12:52:40 瀧本優貴 福島⼤学 2 MEC 
12:52:50 ⾦田隆聖 静岡⼤学 4 MEC 
12:53:00 不破美沙 新潟⼤学 4 WEC 
12:53:10 明石孝平 千葉⼤学 3 MEC 
12:53:20 濱本徹 東京工業⼤学 2 MEC 
12:53:30 瀬尾峻汰 京都⼤学 4 MEC 
12:53:40 塚澤謙⼠郎 岩⼿県⽴⼤学 3 MEC 
12:53:50 石田洋 ⼤阪⼤学 4 MEC 
12:54:00 松永莉弥 宮城学院⼥子⼤学 1 WEC 
12:54:10 ⻘田正樹 新潟⼤学 1 MEC 
12:54:20 太田裕⼠ 京都⼤学 4 MEC 
12:54:30 ⻫藤凌 東京工業⼤学 2 MEC 
12:54:40 廣嶋和貴 東北⼤学 2 MEC 
12:54:50 田中翔⼤ 東京⼤学 2 MEC 
12:55:00 ⼤田拓穂 東京工業⼤学 3 MEC 
12:55:10 ⼤川貴聖 東北⼤学 4 MEC 
12:55:20 吉澤佳帆 相模⼥子⼤学 1 WEC 
12:55:30 上野康平 東京工業⼤学 1 MEC 
12:55:40 藤井勇樹 北海道⼤学 1 MEC 
12:55:50 伊藤健太 岩⼿⼤学 3 MEC 
12:56:00 畑中志乃 岩⼿⼤学 1 WEC 
12:56:10 竹内元哉 東京⼤学 2 MEC 
12:56:20 桑原恒平 東京工業⼤学 2 MEC 
12:56:30 ⾼橋ひなの 東北⼤学 1 WEC 
12:56:40 井上雄斗 東北⼤学 1 MEC 
12:56:50 香取菜穂 千葉⼤学 1 WEC 
12:57:00 田中創 ⼤阪⼤学 1 MEC 
12:57:10 番場葵 東北⼤学 4 MEC 
12:57:20 甘粕裕明 東北⼤学 2 MEC 
12:57:30 橋本航汰 東北⼤学 3 MEC 
12:57:40 ⾦野隼希 岩⼿⼤学 4 MEC 
12:57:50 実藤俊太 京都⼤学 3 MEC 
12:58:00 ⼤原和己 京都⼤学 2 MEC 
12:58:10 砂原和允 東京工業⼤学 3 MEC 
12:58:20 一宮菜津美 宮城学院⼥子⼤学 1 WEC 
12:58:30 富田涼介 東北⼤学 2 MEC 
12:58:40 笠間悠輔 京都⼤学 4 MEC 
12:58:50 ⼭森聡 京都⼤学 2 MEC 
12:59:00 岩瀬史明 名古屋⼤学 2 MEC 

MEC/WEC スタートリストは右上に続く  

MEC/WEC（2/5） 左下の続き 
12:59:10 吉川拓寿 東北⼤学 3 MEC 
12:59:20 福岡憲彦 京都⼤学 1 MEC 
12:59:30 吉野拓海 新潟⼤学 3 MEC 
12:59:40 水尾泰仁 岩⼿県⽴⼤学 4 MEC 
12:59:50 矢野峻平 ⼤阪⼤学 2 MEC 
13:00:00 坂梨敬哉 慶應義塾⼤学 2 MEC 
13:00:10 渡邊壮 ⾦沢⼤学 2 MEC 
13:00:20 ⾦子真悟 ⾦沢⼤学 2 MEC 
13:00:30 久野元嗣 千葉⼤学 2 MEC 
13:00:40 桑原⼤樹 東京⼤学 3 MEC 
13:00:50 馬場雄⼤ 福島⼤学 1 MEC 
13:01:00 稲岡雄介 ⼤阪⼤学 1 MEC 
13:01:10 瀬川出 東京⼤学 2 MEC 
13:01:20 若⼭映令彩 岩⼿⼤学 2 WEC 
13:01:30 川島哲⼠ 京都⼤学 1 MEC 
13:01:40 和田あゆみ 慶應義塾⼤学 1 WEC 
13:01:50 今村洸輔 京都⼤学 1 MEC 
13:02:00 稲田優幸 茨城⼤学 3 MEC 
13:02:10 中野航友 千葉⼤学 2 MEC 
13:02:20 井上悟史 東京工業⼤学 3 MEC 
13:02:30 三上拓真 東京⼤学 1 MEC 
13:02:40 森田椋也 京都⼤学 2 MEC 
13:02:50 藤本朱子 宮城学院⼥子⼤学 1 WEC 
13:03:00 島田雄史 東京工業⼤学 1 MEC 
13:03:10 ⾼橋秀明 ⾦沢⼤学 4 MEC 
13:03:20 平野光 東京⼤学 2 MEC 
13:03:30 加藤悠太 東北⼤学 1 MEC 
13:03:40 針生佳奈 宮城学院⼥子⼤学 3 WEC 
13:03:50 ⼩野駿介 東京工業⼤学 2 MEC 
13:04:00 ⾕田幸隆 筑波⼤学 3 MEC 
13:04:10 佐藤あかり 岩⼿県⽴⼤学 2 WEC 
13:04:20 ⾼橋友理奈 東北⼤学 1 WEC 
13:04:30 島名亮太 ⼤阪⼤学 1 MEC 
13:04:40 深田耕司 ⼤阪⼤学 1 MEC 
13:04:50 神野直紀 東京工業⼤学 1 MEC 
13:05:00 臼井沙耶香 東北⼤学 1 WEC 
13:05:10 ⼩室慎也 東北⼤学 3 MEC 
13:05:20 ⼩原和彦 東京工業⼤学 1 MEC 
13:05:30 後藤陵紀 福島⼤学 2 MEC 
13:05:40 石川仁弥 名古屋⼤学 3 MEC 
13:05:50 祐⾕⼤輝 東京⼤学 4 MEC 
13:06:00 木下涼雅 ⾦沢工業⼤学 2 MEC 
13:06:10 須田真人 福島⼤学 1 MEC 
13:06:20 南部達也 慶應義塾⼤学 1 MEC 
13:06:30 君成田智裕 岩⼿⼤学 3 MEC 
13:06:40 北川賢也 横浜市⽴⼤学 1 MEC 
13:06:50 市川渉 東京工業⼤学 1 MEC 
13:07:00 井島知哉 東京⼤学 1 MEC 
13:07:10 石澤衛 岩⼿⼤学 4 MEC 
13:07:20 門倉美咲 千葉⼤学 1 WEC 
13:07:30 目⿊楓也 福島⼤学 1 MEC 
13:07:40 芳賀太史 東京工業⼤学 3 MEC 
13:07:50 土田聡史 新潟⼤学 2 MEC 
13:08:00 加藤万由子 岩⼿⼤学 1 WEC 
13:08:10 松島彩夏 ⽴教⼤学 3 WEC 
13:08:20 柴⼭享佑 東北⼤学 2 MEC 
13:08:30 尾形季彦 岩⼿⼤学 3 MEC 
13:08:40 ⾐川浩輔 一橋⼤学 4 MEC 
MEC/WEC スタートリストは次ページに続く  
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MEC/WEC（3/5） 前ページの続き 
13:08:50 ⼩泉惇平 東北⼤学 1 MEC 
13:09:00 榎智弘 一橋⼤学 3 MEC 
13:09:10 横堀聖人 東京⼤学 1 MEC 
13:09:20 堀江優貴 東北⼤学 2 MEC 
13:09:30 細川公平 東京工業⼤学 3 MEC 
13:09:40 松尾若奈 岩⼿県⽴⼤学 1 WEC 
13:09:50 伊藤樹 横浜国⽴⼤学 1 MEC 
13:10:00 佐藤遼平 東京⼤学 1 MEC 
13:10:10 周藤裕 岩⼿⼤学 1 MEC 
13:10:20 佐藤陽太 横浜市⽴⼤学 2 MEC 
13:10:30 坂井浩紀 北海道⼤学 3 MEC 
13:10:40 日隈友也 東北⼤学 3 MEC 
13:10:50 村上遼太 東京工業⼤学 2 MEC 
13:11:00 稲垣秀奈美 千葉⼤学 1 WEC 
13:11:10 新⼭雅人 東京⼤学 1 MEC 
13:11:20 ⼩栗淳之介 静岡⼤学 3 MEC 
13:11:30 ⻄田成佑 東京⼤学 1 MEC 
13:11:40 松田伸拓 ⼤阪⼤学 2 MEC 
13:11:50 増田健也 東京⼤学 2 MEC 
13:12:00 平⼭洋輝 岩⼿⼤学 3 MEC 
13:12:10 ノーディング怜奈 相模⼥子⼤学 1 WEC 
13:12:20 藤田麻矢 岩⼿⼤学 3 WEC 
13:12:30 ⻄村肇倫 東北⼤学 1 MEC 
13:12:40 佐久間⽂香 新潟⼤学 1 WEC 
13:12:50 ⿊澤祐貴 東北⼤学 1 MEC 
13:13:00 三國稔男 東北⼤学 1 MEC 
13:13:10 ⻑江源輝 名古屋⼤学 2 MEC 
13:13:20 岩﨑正嗣 東北⼤学 1 MEC 
13:13:30 滝川真弘 東北⼤学 3 MEC 
13:13:40 平⼭遼太 東京⼤学 2 MEC 
13:13:50 坂田真帆 京都⼥子⼤学 2 WEC 
13:14:00 村井智也 東京⼤学 1 MEC 
13:14:10 冨⼭稜真 千葉⼤学 2 MEC 
13:14:20 齋藤真 東北⼤学 4 MEC 
13:14:30 藤田宇 岩⼿⼤学 4 MEC 
13:14:40 松永佳⼤ 京都⼤学 1 MEC 
13:14:50 中⾕鴻太 東京工業⼤学 2 MEC 
13:15〜14:49 は学生以外向けの出⾛時間です  
14:50:00 水間隼人 東京工業⼤学 2 MEC 
14:50:10 吉澤雄⼤ 慶應義塾⼤学 2 MEC 
14:50:20 ⼩林美早紀 岩⼿⼤学 1 WEC 
14:50:30 三上剛弘 東京工業⼤学 3 MEC 
14:50:40 福井智也 ⼤阪⼤学 2 MEC 
14:50:50 ⼤久保雄真 東京工業⼤学 1 MEC 
14:51:00 ⼭下部諒 東京工業⼤学 3 MEC 
14:51:10 渡邉志保 静岡⼤学 3 WEC 
14:51:20 和田康次郎 慶應義塾⼤学 2 MEC 
14:51:30 菊池理 新潟⼤学 1 MEC 
14:51:40 朝野椋太 京都⼤学 4 MEC 
14:51:50 岩城⼤⾏ ⼤阪⼤学 2 MEC 
14:52:00 藤原秀人 ⼤阪⼤学 2 MEC 
14:52:10 澤口未来 岩⼿県⽴⼤学 1 WEC 
14:52:20 保坂拡香 宮城学院⼥子⼤学 3 WEC 
14:52:30 ⼩田切勝也 東京工業⼤学 3 MEC 
14:52:40 鈴木直美 筑波⼤学 2 WEC 
14:52:50 鵜沼廉 千葉⼤学 1 MEC 
14:53:00 近藤恭一郎 京都⼤学 2 MEC 
14:53:10 細正隆 東北⼤学 3 MEC 
14:53:20 殿垣佳治 東京⼤学 1 MEC 
14:53:30 佐々木克海 岩⼿⼤学 4 MEC 
14:53:40 石上朗 東北⼤学 2 MEC 
MEC/WEC スタートリストは右上に続く  

MEC/  WEC（4/5） 左下の続き 
14:53:50 菅原涼太 岩⼿⼤学 3 MEC 
14:54:00 村杉英昭 東北⼤学 3 MEC 
14:54:10 帷子⼤貴 岩⼿⼤学 2 MEC 
14:54:20 新井梨子 東北⼤学 3 WEC 
14:54:30 林奈々 相模⼥子⼤学 3 WEC 
14:54:40 木島佑輔 東京⼤学 3 MEC 
14:54:50 平井伸治 東北⼤学 4 MEC 
14:55:00 浜野奎 慶應義塾⼤学 1 MEC 
14:55:10 中村栄将 ⾦沢工業⼤学 2 MEC 
14:55:20 片田裕太 新潟⼤学 4 MEC 
14:55:30 三浦やよい 相模⼥子⼤学 2 WEC 
14:55:40 皆川竣祐 京都⼤学 1 MEC 
14:55:50 尾形奈津季 宮城学院⼥子⼤学 3 WEC 
14:56:00 齋藤雅紀 東北⼤学 2 MEC 
14:56:10 井倉幹⼤ 東京⼤学 3 MEC 
14:56:20 友田雅⼤ 早稲田⼤学 2 MEC 
14:56:30 田中悠 慶應義塾⼤学 3 MEC 
14:56:40 ⼭田将輝 京都⼤学 1 MEC 
14:56:50 粂潤哉 東京⼤学 2 MEC 
14:57:00 佐藤誠也 東北⼤学 1 MEC 
14:57:10 ⾼本育弥 東北⼤学 1 MEC 
14:57:20 名倉慎吾 横浜国⽴⼤学 4 MEC 
14:57:30 木村雄⼤ ⼤阪⼤学 4 MEC 
14:57:40 岡遼汰郎 東京⼤学 1 MEC 
14:57:50 ⼭下部慧 新潟⼤学 1 MEC 
14:58:00 二村真司 京都⼤学 1 MEC 
14:58:10 ⻫田圭吾 東京⼤学 2 MEC 
14:58:20 木⼾口桃子 岩⼿県⽴⼤学 2 WEC 
14:58:30 河野⼤和 東京⼤学 2 MEC 
14:58:40 伊藤雅哉 東北⼤学 3 MEC 
14:58:50 武田悠作 東京工業⼤学 2 MEC 
14:59:00 國方敬史 千葉⼤学 2 MEC 
14:59:10 鳥越祥吾 京都⼤学 2 MEC 
14:59:20 石田悠人 ⼤阪⼤学 1 MEC 
14:59:30 佐藤弘基 福島⼤学 3 MEC 
14:59:40 下沢廉 新潟⼤学 1 MEC 
14:59:50 葉家慧 新潟⼤学 WEC 
15:00:00 ⾼松涼 福島⼤学 1 MEC 
15:00:10 深野広⼤ 慶應義塾⼤学 1 MEC 
15:00:20 福島太陽 京都⼤学 2 MEC 
15:00:30 檜脇悠輔 東京工業⼤学 2 MEC 
15:00:40 太田明光 東北⼤学 4 MEC 
15:00:50 清水健司 新潟⼤学 4 MEC 
15:01:00 伴広輝 京都⼤学 1 MEC 
15:01:10 刀根⼤輔 東京⼤学 2 MEC 
15:01:20 ⾦⼭柚佳 京都⼥子⼤学 2 WEC 
15:01:30 横⼭裕晃 東北⼤学 1 MEC 
15:01:40 丸⼭真輝 東北⼤学 1 MEC 
15:01:50 平岩恭輔 京都⼤学 1 MEC 
15:02:00 唐崎準也 京都⼤学 2 MEC 
15:02:10 荒井清美 ⾦沢⼤学 4 WEC 
15:02:20 関根直紀 東北⼤学 2 MEC 
15:02:30 千葉悠斗 横浜市⽴⼤学 2 MEC 
15:02:40 鈴木友紀乃 新潟⼤学 2 WEC 
15:02:50 富田航 東北⼤学 4 MEC 
15:03:00 三村公人 神⼾⼤学 2 MEC 
15:03:10 佐藤建志 東北⼤学 3 MEC 
15:03:20 ⼩川丈彰 ⼤阪⼤学 4 MEC 
15:03:30 吉川輝 東京工業⼤学 4 MEC 
15:03:40 清水直 東京⼤学 1 MEC 
15:03:50 三橋寛子 静岡⼤学 2 WEC 
MEC/WEC スタートリストは次ページに続く  
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スプリント
スタート
リスト

P.33-36

MEC/WEC（5/5） 前ページの続き 
15:04:00 瀧澤修人 一橋⼤学 2 MEC 
15:04:10 藤原麻結 岩⼿県⽴⼤学 1 WEC 
15:04:20 新粥⽂哉 千葉⼤学 4 MEC 
15:04:30 森⾕風香 千葉⼤学 1 WEC 
15:04:40 上野渉 東北⼤学 1 MEC 
15:04:50 本村汰一朗 ⾦沢⼤学 1 MEC 
15:05:00 清川裕樹 ⼤阪⼤学 2 MEC 
15:05:10 ⽑利廣元 東京工業⼤学 1 MEC 
15:05:20 ⼭田千真 宮城学院⼥子⼤学 1 WEC 
15:05:30 ⾼田和樹 新潟⼤学 2 MEC 
15:05:40 ⼩松宗一郎 新潟⼤学 1 MEC 
15:05:50 有尾実紗 相模⼥子⼤学 3 WEC 
15:06:00 中浴広樹 千葉⼤学 3 MEC 
15:06:10 新田⾒優輝 東京⼤学 1 MEC 
15:06:20 三浦⼤輝 福島⼤学 1 MEC 
15:06:30 ⼤場紫音 東北⼤学 2 MEC 
15:06:40 木村優治 新潟⼤学 4 MEC 
15:06:50 吉原幸輝 ⼤阪⼤学 1 MEC 
15:07:00 宇都宮淳志 東北⼤学 2 MEC 
15:07:10 杉田愼之助 ⼤阪⼤学 4 MEC 
15:07:20 米倉史博 東京工業⼤学 1 MEC 
15:07:30 重石尚樹 岩⼿⼤学 2 MEC 
15:07:40 椎名渉 東京工業⼤学 1 MEC 
15:07:50 濱宇津佑亮 東京⼤学 1 MEC 
15:08:00 千葉香⾥ 宮城学院⼥子⼤学 1 WEC 
15:08:10 瀬川桃加 東京工業⼤学 1 MEC 
15:08:20 犬嶋一貴 東北⼤学 2 MEC 
15:08:30 ⻘木飛翔 東北⼤学 4 MEC 
15:08:40 出原優一 東京⼤学 1 MEC 
15:08:50 久保田皓貴 慶應義塾⼤学 2 MEC 
15:09:00 鈴木裕登 福島⼤学 1 MEC 
15:09:10 上島浩平 慶應義塾⼤学 1 MEC 
15:09:20 ⼤箭歩 ⾦沢⼤学 2 MEC 
15:09:30 丁⼩萌 東北⼤学 2 WEC 
15:09:40 宮川早穂 ⽴教⼤学 4 WEC 
15:09:50 伊佐野はる香 東北⼤学 1 WEC 
15:10:00 齋藤新平 東北⼤学 2 MEC 
15:10:10 ⾕口⽂弥 東京⼤学 1 MEC 
15:10:20 ⻲⼭美沙紀 岩⼿⼤学 2 WEC 
15:10:30 藤本翔太 東京工業⼤学 1 MEC 
15:10:40 櫻井彩菜 相模⼥子⼤学 2 WEC 
15:10:50 三本杉武⼤ 福島⼤学 3 MEC 
15:11:00 ⼩林日向 東京⼤学 1 MEC 
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スタート
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12.1 選手権の部スタートリスト 

・★印はシード選⼿です。  

 ME（1/2）            参加⼈数 61 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年（My SI No.） 

11:30 照井雄⼤ 東北⼤学 3 
11:32 田中⼤貴 一橋⼤学 3 
11:34 ⼾上直哉 東京工業⼤学 4 
11:36 森泰二郎 東京⼤学 4 
11:38 ⼤箭歩 ⾦沢⼤学 2 
11:40 石⼭良太 名古屋⼤学 3 
11:42 五百倉⼤輔 京都⼤学 4 
11:44 樋口佳祐 名古屋⼤学 3 
11:46 宮本樹 東京⼤学 1 
11:48 ⾼水陽介 名古屋⼤学 4 
11:50 松浦知佑 ⼤阪⼤学 3 
11:52 東将央 横浜国⽴⼤学 4 
11:54 平原誉⼠ 京都⼤学 2 
11:56 木島佑輔 東京⼤学 3 
11:58 河渡智史 筑波⼤学 2 
12:00 竹内孝 京都⼤学 3 
12:02 栗本開 東京⼤学 3 
12:04 ⼩林⼤悟 筑波⼤学 2 
12:06 祐⾕⼤輝 東京⼤学 4 
12:08 葛野⼒ 京都⼤学 3 
12:10 橋本知明 東京⼤学 3 
12:12 橋本正毅 東北⼤学 3 
12:14 滝川真弘 東北⼤学 3 
12:16 田中基成 筑波⼤学 3 
12:18 ⻄村駿 東京工業⼤学 3 
12:20 伊藤陵 京都⼤学 4 
12:22 清水敬太 東北⼤学 3 
12:24 ⼤村幸一郎 名古屋⼤学 4 
12:26 伊藤悠葵 ⼤阪⼤学 4 
12:28 ⼤竹達也 ⾦沢⼤学 3 
12:30 松尾怜治 東京⼤学 2 
12:32 島倉侑志 ⾦沢⼤学 4 
12:34 角田貴⼤ 横浜市⽴⼤学 2 
12:36 菅野柊斗 新潟⼤学 3 
12:38 澤口弘樹 早稲田⼤学 3 
12:40 ⼩林隆嗣 東北⼤学 2 
12:42 ⽴川⼤輝 関東学院⼤学 3 
12:44 稲森剛 横浜国⽴⼤学 1 
12:46 尾形季彦 岩⼿⼤学 3 
12:48 桜井創 ⼤阪⼤学 4 
12:50 原田龍馬 東北⼤学 4 
12:52 秋⼭周平 ⼤阪⼤学 3 
12:54 猪俣祐貴 東京⼤学 3 
12:56 新粥⽂哉 千葉⼤学 4 
12:58 富田涼介 東北⼤学 2 
13:00 藤原⼤樹 岩⼿⼤学 4 
13:02 佐藤俊太郎 東北⼤学 2 
13:04 下江裕貴 広島⼤学 2 
13:06 ★宮⻄優太郎 東北⼤学 4 
13:08 ⼩川丈彰 ⼤阪⼤学 4 
13:10 井倉幹⼤ 東京⼤学 3 
ME スタートリストは右上に続く  

ME（2/2） 左下の続き 
13:12 田中基⼠ 横浜市⽴⼤学 4 
13:14 ★糸井川壮⼤ 京都⼤学 4 
13:16 久保田皓貴 慶應義塾⼤学 2 
13:18 ⼩松栄輝 東北⼤学 3 
13:20 稲葉翔也 名古屋⼤学 4 
13:22 ★深田恒 東京⼤学 4 
13:24 築地孝和 神⼾⼤学 3 
13:26 ⼩野真嗣 京都⼤学 4 
13:28 ⼩泉知貴 慶應義塾⼤学 3 
13:30 ★福井悠太 東京⼤学 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロング競技スタートリスト 

↓Web 版ではクリックするとそのクラスにジャンプします。 
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ロング
スタート
リスト

P.37-45

 WE              参加⼈数 46 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年（My SI No.） 

11:31 宮田優花 筑波⼤学 4 
11:33 木村史依 ⾦沢⼤学 3 
11:35 帯⾦未歩 ⼤阪⼤学 3 
11:37 藤田麻矢 岩⼿⼤学 3 
11:39 増⼭春菜 筑波⼤学 2 
11:41 ⼤類茉美 フェリス⼥学院⼤学 2 
11:43 中村茉菜 早稲田⼤学 3 
11:45 神⾕玲花 椙⼭⼥学園⼤学 4 
11:47 上妻紅音 慶應義塾⼤学 2 
11:49 伊東佑子 椙⼭⼥学園⼤学 4 
11:51 郷田侑希 奈良⼥子⼤学 4 
11:53 増田七彩 東京⼤学 3 
11:55 針生佳奈 宮城学院⼥子⼤学 3 
11:57 川島実紗 名古屋⼤学 3 
11:59 石神愛海 実践⼥子⼤学 3 
12:01 新井梨子 東北⼤学 3 
12:03 豊澤香澄 相模⼥子⼤学 4 
12:05 直井萌香 筑波⼤学 3 
12:07 齋藤⾥紗 岩⼿⼤学 3 
12:09 髙田奈緒 東京医科⻭科⼤学 4 
12:11 成澤春菜 フェリス⼥学院⼤学 2 
12:13 武田紗知 東京農工⼤学 3 
12:15 荒井清美 ⾦沢⼤学 4 
12:17 森田桜織 横浜市⽴⼤学 3 
12:19 中村友香 名古屋⼤学 3 
12:21 ⼩川茉乃 茨城⼤学 3 
12:23 新屋鈴 ⾦沢⼤学 2 
12:25 ⼩野澤清楓 群馬⼤学 3（7200549） 
12:27 松田沙也加 岩⼿⼤学 4 
12:29 熊野谿真帆 ⾦沢⼤学 3 
12:31 土田美和 横浜市⽴⼤学 3 
12:33 三好花奈 宮城学院⼥子⼤学 2 
12:35 渡辺菜央美 名古屋⼤学 4 
12:37 ★五味あずさ ⾦沢⼤学 4 
12:39 ⼭岸夏希 筑波⼤学 1 
12:41 不破美沙 新潟⼤学 4 
12:43 田中圭 武蔵野⼤学 3 
12:45 ★宮川早穂 ⽴教⼤学 4（438953） 
12:47 鈴木友紀乃 新潟⼤学 2 
12:49 吉岡梨花子 北海道⼤学 3 
12:51 燈田真佑子 奈良⼥子⼤学 2 
12:53 ★守屋舞香 椙⼭⼥学園⼤学 4 
12:55 藤井菜実 椙⼭⼥学園⼤学 2 
12:57 鈴木彩可 ⾦沢⼤学 2 
12:59 松島彩夏 ⽴教⼤学 3 
13:01 ★伊東瑠実子 東京⼤学 4 
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ロング
スタート
リスト
P.37-45

12.2 一般の部（男子）スタートリスト  

 MUL1（1/2）        参加⼈数 83 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年（My SI No.） 

9:13 村⼭恒介 名古屋⼤学 2 
9:14 濱本徹 東京工業⼤学 2 
9:15 ⼤井真 東京⼤学 4 
9:16 水本駿介 横浜国⽴⼤学 4 
9:17 岩城⼤⾏ ⼤阪⼤学 2 
9:18 ⾕田幸隆 筑波⼤学 3 
9:19 瀬尾峻汰 京都⼤学 4 
9:20 齋藤拓也 名古屋⼤学 4 
9:21 永田裕宣 名古屋⼤学 2 
9:22 天野良樹 京都⼤学 3 
9:23 杉原輝俊 茨城⼤学 2 
9:24 ⾼野兼也 新潟⼤学 2 
9:25 伊藤拓己 千葉⼤学 3 
9:26 堀尾健太郎 名古屋⼤学 2 
9:27 ⼭森聡 京都⼤学 2 
9:28 土川翔伍 京都⼤学 3 
9:29 犬塚眞太郎 早稲田⼤学 3 
9:30 中⻄祐樹 京都⼤学 2 
9:31 吉井謙太 静岡⼤学 2 
9:32 前田悠佑 名古屋⼤学 3 
9:33 乙部博章 東北⼤学 3 
9:34 ⾼田和樹 新潟⼤学 2 
9:35 桑原⼤樹 東京⼤学 3 
9:36 加茂暢也 京都⼤学 2 
9:37 矢野峻平 ⼤阪⼤学 2 
9:38 冨⼭稜真 千葉⼤学 2 
9:39 清川裕樹 ⼤阪⼤学 2 
9:40 吉崎薫登 静岡⼤学 3 
9:41 杉⼭泰斗 名古屋⼤学 4 
9:42 甘粕裕明 東北⼤学 2 
9:43 吉澤雄⼤ 慶應義塾⼤学 2 
9:44 清水龍太 ⾦沢⼤学 2 
9:45 北川太一 神⼾市外国語⼤学 4 
9:46 富田航 東北⼤学 4 
9:47 島根崇志 筑波⼤学 2 
9:48 寺本裕哉 千葉⼤学 3 
9:49 天⽻洸介 千葉⼤学 4 
9:50 芦原和樹 ⼤阪⼤学 2 
9:51 河野⼤和 東京⼤学 2 
9:52 ⼤宮雅智 横浜市⽴⼤学 3 
9:53 齋藤雅紀 東北⼤学 2 
9:54 清水浩太 新潟⼤学 3 
9:55 町田直樹 東北⼤学 4 
9:56 杉田愼之助 ⼤阪⼤学 4 
9:57 ⼭下⼤樹 早稲田⼤学 2 
9:58 今井健人 名古屋⼤学 4 
9:59 関根桂介 一橋⼤学 4 

10:00 林千尋 名古屋⼤学 4 
10:01 岡田悠馬 茨城⼤学 3 
10:02 堀江優貴 東北⼤学 2 
10:03 斎藤健太朗 東北⼤学 4 
10:04 佐藤優伎 静岡⼤学 2 
10:05 天野靖⼤ 名古屋⼤学 2 
10:06 田中悠 慶應義塾⼤学 3 
10:07 稲吉勇人 名古屋⼤学 3 
10:08 三本杉武⼤ 福島⼤学 3 
MUL1 スタートリストは右上に続く  

MUL1（2/2） 左下の続き 
10:09 ⼤塩耕平 筑波⼤学 2 
10:10 赤井章吾 東北⼤学 2 
10:11 ⾼橋和輝 早稲田⼤学 4 
10:12 ⻑⾕悠陽 ⾦沢⼤学 2 
10:13 ⼭田康太 東北⼤学 4 
10:14 ⼩柴滉平 筑波⼤学 4 
10:15 吉竹洵人 静岡⼤学 4 
10:16 松島真之 京都⼤学 4 
10:17 岡本晟太朗 名古屋⼤学 2 
10:18 ⼭下部諒 東京工業⼤学 3 
10:19 石田祐介 ⾦沢⼤学 2 
10:20 ⼾田篤希 静岡⼤学 4 
10:21 田中翔⼤ 東京⼤学 2 
10:22 水尾泰仁 岩⼿県⽴⼤学 4 
10:23 ⼩野駿介 東京工業⼤学 2 
10:24 佐々木克海 岩⼿⼤学 4 
10:25 神⾕周作 名古屋⼤学 3 
10:26 砂原和允 東京工業⼤学 3 
10:27 春日直也 ⾦沢⼤学 4 
10:28 木村優治 新潟⼤学 4 
10:29 草刈貴浩 千葉⼤学 2 
10:30 ⻑柄啓悟 名古屋⼤学 3 
10:31 執⾏雄樹 ⼤阪⼤学 2 
10:32 植田翔⼤ 東京⼤学 2 
10:33 藤田宇 岩⼿⼤学 4 
10:34 松本崇志 東京農工⼤学 3 
10:35 平⼭遼太 東京⼤学 2 

 

 MUL2（1/2）        参加⼈数 83 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年（My SI No.） 

9:13 ⼤久保宗典 東京⼤学 4 
9:14 日隈友也 東北⼤学 3 
9:15 唐崎準也 京都⼤学 2 
9:16 ⽻⼭恭平 京都⼤学 3 
9:17 圓⼭⼤貴 茨城⼤学 2 
9:18 今井祐太 名古屋⼤学 4 
9:19 増田翔太 名古屋⼤学 4 
9:20 森下浩⾏ ⼤阪⼤学 3 
9:21 馬場泰光 静岡⼤学 4 
9:22 近藤恭一郎 京都⼤学 2 
9:23 ⾼久匠 岩⼿⼤学 3 
9:24 榎本有作 千葉⼤学 3 
9:25 南河駿 名古屋⼤学 2 
9:26 ⻫田圭吾 東京⼤学 2 
9:27 ⼤東祐汰 東京⼤学 2 
9:28 森一樹 ⾦沢⼤学 4 
9:29 依田舜 東京農工⼤学 3 
9:30 中港信之介 千葉⼤学 4 
9:31 武田悠作 東京工業⼤学 2 
9:32 那須佳祐 筑波⼤学 4 
9:33 木村晃世 名古屋⼤学 3 
9:34 太田明光 東北⼤学 4 
9:35 橋場良太 東北⼤学 4 
9:36 中浴広樹 千葉⼤学 3 
9:37 榊原健太 名古屋⼤学 4 
9:38 是永⼤地 名古屋⼤学 2 
9:39 土田聡史 新潟⼤学 2 

MUL2 スタートリストは次ページに続く  



目次

はじめに

タイム
テーブル

P.6-7

大会全般
P.8-10

会場
アクセス

P.11-14

スプリント
スタート
リスト

P.33-36

オフィシャル

ロング
当日

P.28-31

競技情報
P.17-21

宿泊
P.15-16

スプリント
当日

P.22-26

モデル
イベント

P.26-27 

ロング
スタート
リスト

P.37-45

大会役員

実施規則

歴代
入賞者

Page 40 2015年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 スプリント、ロング・ディスタンス競技部門

ロング
スタート
リスト

P.37-45

MUL2（2/2） 前ページの続き 
9:40 橘孝祐 横浜国⽴⼤学 3 
9:41 石井達也 名古屋⼤学 2 
9:42 ⾜⽴将城 名古屋⼤学 3 
9:43 庄司⼤輔 福島⼤学 3 
9:44 中⾕鴻太 東京工業⼤学 2 
9:45 中村栄将 ⾦沢工業⼤学 2 
9:46 池田雄矢 千葉⼤学 2 
9:47 渡邊壮 ⾦沢⼤学 2 
9:48 ⿅島健人 新潟⼤学 2 
9:49 上田聖也 筑波⼤学 3 
9:50 今井洋輔 ⼤阪⼤学 2 
9:51 牧内佑介 京都⼤学 3 
9:52 ⼤川貴聖 東北⼤学 4 
9:53 ⼩森太郎 筑波⼤学 2 
9:54 ⼤川拓哉 東北⼤学 3 
9:55 石澤衛 岩⼿⼤学 4 
9:56 ⼩林功直 筑波⼤学 4 
9:57 坂井浩紀 北海道⼤学 3 
9:58 荒井直幸 ⼤阪⼤学 3 
9:59 柴⼭享佑 東北⼤学 2 

10:00 久須美裕 新潟⼤学 4 
10:01 松田伸拓 ⼤阪⼤学 2 
10:02 八木颯 東北⼤学 2 
10:03 石田洋 ⼤阪⼤学 4 
10:04 瀧澤修人 一橋⼤学 2 
10:05 塚澤謙⼠郎 岩⼿県⽴⼤学 3 
10:06 有賀裕亮 早稲田⼤学 2 
10:07 ⼭口雅弘 名古屋⼤学 4 
10:08 齋藤真 東北⼤学 4 
10:09 ⼤場紫音 東北⼤学 2 
10:10 刀根⼤輔 東京⼤学 2 
10:11 和田康次郎 慶應義塾⼤学 2 
10:12 田村朋宏 早稲田⼤学 3 
10:13 ⼩澤翔 慶應義塾⼤学 2 
10:14 中野航友 千葉⼤学 2 
10:15 ⼩田切勝也 東京工業⼤学 3 
10:16 井口悠志 ⾦沢⼤学 2 
10:17 藤原秀人 ⼤阪⼤学 2 
10:18 朝野椋太 京都⼤学 4 
10:19 國方敬史 千葉⼤学 2 
10:20 熊⾒弘一 早稲田⼤学 4 
10:21 芳賀太史 東京工業⼤学 3 
10:22 増田健也 東京⼤学 2 
10:23 ⼩栗淳之介 静岡⼤学 3 
10:24 ⾼瀬弘貴 静岡⼤学 2 
10:25 ⻑良颯太 名古屋⼤学 2 
10:26 岩本涼介 静岡⼤学 2 
10:27 中村哲 京都⼤学 2 
10:28 遠藤駿典 名古屋⼤学 3 
10:29 彦坂諭志 名古屋⼤学 3 
10:30 佐藤陽太 横浜市⽴⼤学 2 
10:31 橋本修志 京都⼤学 3 
10:32 松岡慧 名古屋⼤学 3 
10:33 藤倉真太郎 筑波⼤学 2 
10:34 吉川輝 東京工業⼤学 4 
10:35 前中脩人 東京⼤学 3 

 
 
 
 
 
 

 MUL3（1/2）        参加⼈数 82 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年（My SI No.） 

9:13 井坂太一 茨城⼤学 3 
9:14 柏本雄⼠朗 ⼤阪⼤学 3 
9:15 野田昌太郎 名古屋⼤学 2 
9:16 ⾼橋一平 静岡⼤学 2 
9:17 犬嶋一貴 東北⼤学 2 
9:18 宇都宮淳志 東北⼤学 2 
9:19 南勇太 東京農工⼤学 4 
9:20 渡邉健太郎 筑波⼤学 2 
9:21 木村雄⼤ ⼤阪⼤学 4 
9:22 牧野剛⼠ 千葉⼤学 3 
9:23 伊藤雅哉 東北⼤学 3 
9:24 祖父江佑斗 京都⼤学 4 
9:25 横田智也 名古屋⼤学 2 
9:26 久野元嗣 千葉⼤学 2 
9:27 石坂勇人 静岡⼤学 4 
9:28 吉野拓海 新潟⼤学 3 
9:29 ⼩池裕介 ⼤阪⼤学 2 
9:30 福澤佑哉 名古屋⼤学 3 
9:31 三科圭史 東京⼤学 2 
9:32 村瀬貴紀 筑波⼤学 4 
9:33 田口茂樹 岩⼿⼤学 3 
9:34 畑佐豪記 名古屋⼤学 4 
9:35 三橋武史 筑波⼤学 2 
9:36 ⼭口雅裕 東京⼤学 3 
9:37 杉浦弘太郎 名古屋⼤学 2 
9:38 本⼭翔太 横浜市⽴⼤学 4 
9:39 福井智也 ⼤阪⼤学 2 
9:40 平井伸治 東北⼤学 4 
9:41 林浩平 筑波⼤学 3 
9:42 細川公平 東京工業⼤学 3 
9:43 熊⾕光起 名古屋⼤学 3 
9:44 藤富森 ⾦沢⼤学 2 
9:45 吉川拓寿 東北⼤学 3 
9:46 池田慧 名古屋⼤学 3 
9:47 ⼤橋諭 静岡⼤学 2 
9:48 坂梨敬哉 慶應義塾⼤学 2 
9:49 越智純毅 京都⼤学 2 
9:50 井上悟史 東京工業⼤学 3 
9:51 ⼩室慎也 東北⼤学 3 
9:52 橋本航汰 東北⼤学 3 
9:53 千葉悠斗 横浜市⽴⼤学 2 
9:54 吉沼勇志 千葉⼤学 2 
9:55 石⾕貴英 ⾦沢⼤学 2 
9:56 瀬川出 東京⼤学 2 
9:57 清水健司 新潟⼤学 4 
9:58 稲垣善太 早稲田⼤学 2 
9:59 名倉慎吾 横浜国⽴⼤学 4 

10:00 武田惇 名古屋⼤学 4 
10:01 水間隼人 東京工業⼤学 2 
10:02 柳沢稜 早稲田⼤学 4 
10:03 ⻫藤凌 東京工業⼤学 2 
10:04 掛巣能仁 千葉⼤学 2 
10:05 野口宇宙 筑波⼤学 4 
10:06 原田崇史 静岡⼤学 4 
10:07 齋藤新平 東北⼤学 2 
10:08 永⼭貴之 京都⼤学 2 
10:09 君成田智裕 岩⼿⼤学 3 
10:10 福島太陽 京都⼤学 2 
MUL3 スタートリストは次ページに続く  
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ロング
スタート
リスト
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MUL3（2/2） 前ページの続き 
10:11 寺田侑司 静岡⼤学 3 
10:12 河井悠佑 名古屋⼤学 3 
10:13 ⾼橋秀明 ⾦沢⼤学 4 
10:14 三浦孝之 福島⼤学 4 
10:15 ⼭本⼤輝 ⾦沢⼤学 3 
10:16 松本拓也 名古屋⼤学 3 
10:17 今泉将 名古屋⼤学 2 
10:18 岡⼭将也 名古屋⼤学 4 
10:19 土田稔泰 岩⼿県⽴⼤学 3 
10:20 中野喬博 東京⼤学 2 
10:21 太田裕⼠ 京都⼤学 4 
10:22 加藤岬 東京⼤学 2 
10:23 石川智之 ⼤阪⼤学 4 
10:24 中原惇太 東京農工⼤学 2 
10:25 村上遼太 東京工業⼤学 2 
10:26 ⼩柏景司 新潟⼤学 2 
10:27 村吉諄之 東京⼤学 4 
10:28 細正隆 東北⼤学 3 
10:29 岡部晋佑 ⼤阪⼤学 4 
10:30 木下涼雅 ⾦沢工業⼤学 2 
10:31 佐東一輝 千葉⼤学 3 
10:32 笠間悠輔 京都⼤学 4 
10:33 実藤俊太 京都⼤学 3 
10:34 上松遼 一橋⼤学 4 

 

 MUL4（1/2）        参加⼈数 82 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年（My SI No.） 

9:13 近藤拓実 静岡⼤学 2 
9:14 北村亮太 横浜市⽴⼤学 2 
9:15 ⻑⾕部量紀 名古屋⼤学 4 
9:16 馬場悠輔 名古屋⼤学 2 
9:17 稲田優幸 茨城⼤学 3 
9:18 ⾦田隆聖 静岡⼤学 4 
9:19 磯⼭⾼志 東京農工⼤学 3 
9:20 三村公人 神⼾⼤学 2 
9:21 柴田龍一 ⼤阪⼤学 2 
9:22 竹内元哉 東京⼤学 2 
9:23 斎藤真矢 新潟⼤学 2 
9:24 ⼩野寺航 東京農工⼤学 2 
9:25 藤橋涼 東北⼤学 4 
9:26 坪田光平 静岡⼤学 2 
9:27 川岸敬生 名古屋⼤学 4 
9:28 村上拓哉 千葉⼤学 3 
9:29 ⼤隅翔吾 茨城⼤学 2 
9:30 佐藤建志 東北⼤学 3 
9:31 郷尚之 新潟⼤学 2 
9:32 塩向雅斗 千葉⼤学 3 
9:33 平野光 東京⼤学 2 
9:34 ⿂⾥⽂彦 京都⼤学 2 
9:35 今堀仁誠 筑波⼤学 2 
9:36 緒方空人 ⼤阪⼤学 2 
9:37 坂野翔哉 東京理科⼤学 2 
9:38 片⼭世斗 名古屋⼤学 3 
9:39 木村友紀 千葉⼤学 2 
9:40 本多貴裕 名古屋⼤学 3 
9:41 三上剛弘 東京工業⼤学 3 
9:42 澤田潤 名古屋⼤学 2 
9:43 阿部博隆 横浜市⽴⼤学 3 
9:44 ⾒目憲明 早稲田⼤学 3 

MUL4 スタートリストは右上に続く  

MUL4（2/2） 左下の続き 
9:45 増田暁 ⾦沢⼤学 4 
9:46 ⾦野隼希 岩⼿⼤学 4 
9:47 濱田佑 京都⼤学 4 
9:48 藤浦圭一 横浜国⽴⼤学 4 
9:49 浅井迅馬 京都⼤学 3 
9:50 松本直⼤ 筑波⼤学 3 
9:51 中野優亮 名古屋⼤学 2 
9:52 ⾼野柾人 東北⼤学 3 
9:53 江島彩夢 ⾦沢⼤学 2 
9:54 明石孝平 千葉⼤学 3 
9:55 ⼤田拓穂 東京工業⼤学 3 
9:56 宮川孝 筑波⼤学 4 
9:57 松井俊樹 京都⼤学 4 
9:58 ⼭口雄太 東京⼤学 3 
9:59 ⼭内崇弘 名古屋⼤学 3 

10:00 片田裕太 新潟⼤学 4 
10:01 関根直紀 東北⼤学 2 
10:02 藤田眞汐 静岡⼤学 3 
10:03 土屋和輝 慶應義塾⼤学 2 
10:04 坂本譲 東北⼤学 2 
10:05 帷子⼤貴 岩⼿⼤学 2 
10:06 友田雅⼤ 早稲田⼤学 2 
10:07 近藤吉史 ⼤阪⼤学 2 
10:08 ⻑江源輝 名古屋⼤学 2 
10:09 望月優希 静岡⼤学 4 
10:10 ⾦子真悟 ⾦沢⼤学 2 
10:11 檜脇悠輔 東京工業⼤学 2 
10:12 ⼤⻄正倫 東京⼤学 3 
10:13 佐藤弘基 福島⼤学 3 
10:14 佐藤真悟 ⼤阪⼤学 3 
10:15 石川仁弥 名古屋⼤学 3 
10:16 今正寛 ⾦沢工業⼤学 3 
10:17 粂潤哉 東京⼤学 2 
10:18 杉⼭涼 千葉⼤学 2 
10:19 佐藤充晃 名古屋⼤学 3 
10:20 田島和明 筑波⼤学 3 
10:21 松下治正 岩⼿県⽴⼤学 2 
10:22 半沢守 東北⼤学 3 
10:23 村杉英昭 東北⼤学 3 
10:24 鳥越祥吾 京都⼤学 2 
10:25 桑原恒平 東京工業⼤学 2 
10:26 岩瀬史明 名古屋⼤学 2 
10:27 野崎信介 ⾦沢⼤学 3 
10:28 ⻘木飛翔 東北⼤学 4 
10:29 ⾐川浩輔 一橋⼤学 4 
10:30 廣嶋和貴 東北⼤学 2 
10:31 ⼤原和己 京都⼤学 2 
10:32 森田椋也 京都⼤学 2 
10:33 遠藤彰 名古屋⼤学 4 
10:34 廣田幸起 ⼤阪⼤学 2 
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ロング
スタート
リスト

P.37-45

 MUS             参加⼈数 23 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年 

9:13 ⼤野貴紀 横浜国⽴⼤学 3 
9:14 伊藤健太 岩⼿⼤学 3 
9:15 武藤祐輝 福島⼤学 2 
9:16 村川拓也 東京⼤学 4 
9:17 末続⽂正 横浜国⽴⼤学 4 
9:18 番場葵 東北⼤学 4 
9:19 市川光明 関東学院⼤学 2 
9:20 菅原涼太 岩⼿⼤学 3 
9:21 前畑健人 筑波⼤学 2 
9:22 後藤陵紀 福島⼤学 2 
9:23 石上朗 東北⼤学 2 
9:24 ⼭口叶 一橋⼤学 4 
9:25 久保田詞也 新潟⼤学 3 
9:26 瀧本優貴 福島⼤学 2 
9:27 平⼭洋輝 岩⼿⼤学 3 
9:28 白井和樹 横浜国⽴⼤学 2 
9:29 矢部謙太 東北⼤学 3 
9:30 重石尚樹 岩⼿⼤学 2 
9:31 ⼩林雅史 茨城⼤学 2 
9:32 ⻄⼭健登 ⾦沢⼤学 4 
9:33 座波朝輝 茨城⼤学 2 
9:34 田中創⼠ 横浜国⽴⼤学 2 
9:35 榎智弘 一橋⼤学 3 

 

 MUF1（1/2）        参加⼈数 88 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年（My SI No.） 

9:13 鵜澤圭祐 千葉⼤学 1 
9:14 竹内公一 名古屋⼤学 1 
9:15 村井智也 東京⼤学 1 
9:16 加藤宏明 名古屋⼤学 1 
9:17 ⼩池一輝 一橋⼤学 1 
9:18 ⻫藤佑樹 早稲田⼤学 1 
9:19 伊藤達瑠 ⾦沢⼤学 1 
9:20 梶村宙生 京都⼤学 1 
9:21 加藤悠太 東北⼤学 1 
9:22 王丸仁志 東京理科⼤学 1 
9:23 清水直 東京⼤学 1 
9:24 佐藤誠也 東北⼤学 1 
9:25 井島知哉 東京⼤学 1 
9:26 木村英嗣 千葉⼤学 1 
9:27 今野駿作 ⾦沢⼤学 1 
9:28 瀬川桃加 東京工業⼤学 1 
9:29 松永佳⼤ 京都⼤学 1 
9:30 寺⻄翔 ⾦沢⼤学 1 
9:31 上野渉 東北⼤学 1 
9:32 田中創 ⼤阪⼤学 1 
9:33 ⼭浦⼤輝 名古屋⼤学 1 
9:34 三宅皓一朗 京都⼤学 1 
9:35 岩﨑正嗣 東北⼤学 1 
9:36 濱宇津佑亮 東京⼤学 1 
9:37 ⻑井健太 東京農工⼤学 1 
9:38 野頭賢太 横浜市⽴⼤学 1 
9:39 鈴木裕登 福島⼤学 1 
9:40 浜野奎 慶應義塾⼤学 1 
9:41 福永貴弘 東北⼤学 1 
9:42 猪熊杜斗 名古屋⼤学 1 

MUF1 スタートリストは右上に続く  

MUF1（2/2） 左下の続き 
9:43 ⽑利廣元 東京工業⼤学 1 
9:44 吉原幸輝 ⼤阪⼤学 1 
9:45 ⻄田成佑 東京⼤学 1 
9:46 熊⾕智洋 学習院⼤学 1 
9:47 河本将毅 東京⼤学 1 
9:48 前野達也 名古屋⼤学 1 
9:49 ⻘⼭知史 筑波⼤学 1 
9:50 目⿊楓也 福島⼤学 1 
9:51 張替昌吾 茨城⼤学 1 
9:52 ⾼本育弥 東北⼤学 1 
9:53 北川賢也 横浜市⽴⼤学 1 
9:54 上島浩平 慶應義塾⼤学 1 
9:55 神⾕孫斗 ⾦沢⼤学 1 
9:56 深野広⼤ 慶應義塾⼤学 1 
9:57 伊原智一 茨城⼤学 1 
9:58 森泉達貴 早稲田⼤学 1 
9:59 堀越悠 ⾦沢⼤学 1 

10:00 ⻘木健悟 名古屋⼤学 1 
10:01 平岩恭輔 京都⼤学 1 
10:02 ⼤久保雄真 東京工業⼤学 1 
10:03 下沢廉 新潟⼤学 1 
10:04 桑原孝明 静岡⼤学 1 
10:05 米倉史博 東京工業⼤学 1 
10:06 ⼤志万知己 筑波⼤学 1 
10:07 菱田⼤ 早稲田⼤学 1 
10:08 ⼭本達己 ⼤阪⼤学 1 
10:09 ⼩⾕淳史 名古屋⼤学 1 
10:10 ⼩⼭友綺 ⾦沢⼤学 1 
10:11 ⼭崎翔太 静岡⼤学 1 
10:12 菊池理 新潟⼤学 1 
10:13 ⼭田将輝 京都⼤学 1 
10:14 ⻘木惇平 ⾦沢工業⼤学 1 
10:15 ⼭下部慧 新潟⼤学 1 
10:16 石田悠人 ⼤阪⼤学 1 
10:17 ⾕口⽂弥 東京⼤学 1 
10:18 ⻄嶋就平 名古屋⼤学 1 
10:19 渡卓磨 千葉⼤学 1 
10:20 橋本翔太郎 名古屋⼤学 1 
10:21 須田真人 福島⼤学 1 
10:22 伊藤理流 岩⼿県⽴⼤学 1 
10:23 ⼩林雅季 東京⼤学 1 
10:24 森元駿介 横浜国⽴⼤学 1 
10:25 上野康平 東京工業⼤学 1 
10:26 辻岡尚太朗 ⾦沢⼤学 1 
10:27 伊藤樹 横浜国⽴⼤学 1 
10:28 中島颯⼤ 筑波⼤学 1 
10:29 周藤裕 岩⼿⼤学 1 
10:30 齋藤駿 静岡⼤学 1 
10:31 三國稔男 東北⼤学 1 
10:32 徳⾕祐輝 筑波⼤学 1 
10:33 ⾕洋志 横浜国⽴⼤学 1 
10:34 深田耕司 ⼤阪⼤学 1 
10:35 島田雄史 東京工業⼤学 1 
10:36 岡遼汰郎 東京⼤学 1 
10:37 佐藤和真 神⼾⼤学 1 
10:38 玉城寿希 静岡⼤学 1 
10:39 鈴木崇史 ⾦沢⼤学 1 
10:40 福岡憲彦 京都⼤学 1 
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 MUF2（1/2）        参加⼈数 88 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年（My SI No.） 

9:13 宮下旺 横浜国⽴⼤学 1 
9:14 椎名渉 東京工業⼤学 1 
9:15 本村汰一朗 ⾦沢⼤学 1 
9:16 松本萌希 京都⼤学 1 
9:17 平岩宏洋 横浜市⽴⼤学 1 
9:18 中矢賢誠 ⼤阪⼤学 1 
9:19 川島哲⼠ 京都⼤学 1 
9:20 岡本洸彰 東京⼤学 1 
9:21 ⼤田将司 一橋⼤学 1 
9:22 瀧下真一 静岡⼤学 1 
9:23 太田悠貴 千葉⼤学 1 
9:24 古川智也 ⾦沢⼤学 1 
9:25 斎藤壮 ⾦沢⼤学 1 
9:26 ⼤野亘毅 筑波⼤学 1 
9:27 ⼭本明史 京都⼤学 1 
9:28 ⿊澤祐貴 東北⼤学 1 
9:29 三浦⼤輝 福島⼤学 1 
9:30 ⼭口広太郎 静岡⼤学 1 
9:31 藤本翔太 東京工業⼤学 1 
9:32 ⼩松宗一郎 新潟⼤学 1 
9:33 遠藤匠真 ⼤阪⼤学 1 
9:34 伴広輝 京都⼤学 1 
9:35 ⻄村肇倫 東北⼤学 1 
9:36 梅村隼人 横浜市⽴⼤学 1 
9:37 鵜沼廉 千葉⼤学 1 
9:38 石井悠太 横浜国⽴⼤学 1 
9:39 島名亮太 ⼤阪⼤学 1 
9:40 仁野平拓 筑波⼤学 1 
9:41 出原優一 東京⼤学 1 
9:42 伊村公志 名古屋⼤学 1 
9:43 ⼩野直拓 名古屋⼤学 1 
9:44 南部達也 慶應義塾⼤学 1 
9:45 渡辺慎平 横浜国⽴⼤学 1 
9:46 三浦望 岩⼿県⽴⼤学 1 
9:47 宍⼾伸弥 岩⼿県⽴⼤学 1 
9:48 盤野晶⼠ 茨城⼤学 1 
9:49 ⼩林日向 東京⼤学 1 
9:50 ⻘野綾介 筑波⼤学 1 
9:51 古田雄己 早稲田⼤学 1 
9:52 島田侑 茨城⼤学 1 
9:53 芝⼭直希 茨城⼤学 1 
9:54 新田⾒優輝 東京⼤学 1 
9:55 市川渉 東京工業⼤学 1 
9:56 ⻄澤興 名古屋⼤学 1 
9:57 花川賢人 名古屋⼤学 1 
9:58 柴沼健 早稲田⼤学 1 
9:59 横⼭裕晃 東北⼤学 1 

10:00 安達悠斗 ⾦沢⼤学 1 
10:01 ⼩⼭信也 横浜国⽴⼤学 1 
10:02 ⼩原和彦 東京工業⼤学 1 
10:03 ⼩平修 東北⼤学 1 
10:04 ⼭越広登 ⾦沢⼤学 1 
10:05 織田海斗 早稲田⼤学 1 
10:06 指田真純 ⾦沢⼤学 1 
10:07 橋本直幸 筑波⼤学 1 
10:08 良知駿樹 名古屋⼤学 1 
10:09 ⾼橋宗平 ⾦沢⼤学 1 
10:10 ⼩笠原卓二 静岡⼤学 1 
MUF2 スタートリストは右上に続く  

MUF2（2/2） 左下の続き 
10:11 蒲原純 ⼤阪⼤学 1 
10:12 晝間悠生 慶應義塾⼤学 1 
10:13 澤村健司 東京理科⼤学 1 
10:14 今村洸輔 京都⼤学 1 
10:15 ⼭本徳⾼ 岡⼭⼤学 1 
10:16 坂上弘輝 横浜市⽴⼤学 1 
10:17 横堀聖人 東京⼤学 1 
10:18 林雅人 名古屋⼤学 1 
10:19 宮川⼤輝 名古屋⼤学 1 
10:20 殿垣佳治 東京⼤学 1 
10:21 ⾼松涼 福島⼤学 1 
10:22 ⻘田正樹 新潟⼤学 1 
10:23 米沢嘉彦 千葉⼤学 1 
10:24 新⼭雅人 東京⼤学 1 
10:25 二村真司 京都⼤学 1 
10:26 植木崇司 ⾦沢工業⼤学 1 
10:27 馬場雄⼤ 福島⼤学 1 
10:28 安達郁哉 筑波⼤学 1 
10:29 稲岡雄介 ⼤阪⼤学 1 
10:30 齋藤和哉 静岡⼤学 1 
10:31 皆川竣祐 京都⼤学 1 
10:32 丸⼭真輝 東北⼤学 1 
10:33 ⼩泉惇平 東北⼤学 1 
10:34 日吉将⼤ ⾦沢⼤学 1 
10:35 澤田隼弥 東京農工⼤学 1 
10:36 宮本翔平 名古屋⼤学 1 
10:37 井上雄斗 東北⼤学 1 
10:38 神野直紀 東京工業⼤学 1 
10:39 三上拓真 東京⼤学 1 
10:40 佐藤遼平 東京⼤学 1 
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ロング
スタート
リスト

P.37-45

12.3 一般の部（⼥子）スタートリスト  

 WUL（1/2）        参加⼈数 108 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年（My SI No.） 

9:13 海⽼岡こみち 横浜市⽴⼤学 2 
9:14 鈴木直美 筑波⼤学 2 
9:15 田代あゆみ 東京農工⼤学 3 
9:16 三橋寛子 静岡⼤学 2 
9:17 中丸祝子 実践⼥子⼤学 3 
9:18 安藤咲 横浜市⽴⼤学 2 
9:19 ⼭田祐理子 奈良⼥子⼤学 3 
9:20 藤⾕彩夏 十⽂字学園⼥子⼤学 2 
9:21 稗田緑 京都⼥子⼤学 2 
9:22 今野夏好 宮城学院⼥子⼤学 4 
9:23 新坂歩 東京農工⼤学 4 
9:24 ⿊木結花 津田塾⼤学 4 
9:25 千葉史子 実践⼥子⼤学 4 
9:26 吉澤佳奈 日本⼥子⼤学 2 
9:27 佐藤あかり 岩⼿県⽴⼤学 2 
9:28 ⼭本穂波 椙⼭⼥学園⼤学 2 
9:29 久保志穂子 椙⼭⼥学園⼤学 3 
9:30 有尾実紗 相模⼥子⼤学 3 
9:31 三浦やよい 相模⼥子⼤学 2 
9:32 八重柏美緒 千葉⼤学 3 
9:33 野田桃子 ⼤阪⼤学 3 
9:34 砂田莉紗 横浜市⽴⼤学 4 
9:35 ⼩村彩葵 実践⼥子⼤学 3 
9:36 石井萌子 実践⼥子⼤学 4 
9:37 千賀幸 岩⼿⼤学 2 
9:38 蔵並祥子 横浜市⽴⼤学 3 
9:39 石田千佳 椙⼭⼥学園⼤学 2 
9:40 横⼭莉沙 椙⼭⼥学園⼤学 4 
9:41 ⻑⾕川真子 東北⼤学 2 
9:42 橋爪佳菜子 椙⼭⼥学園⼤学 2 
9:43 坂田真帆 京都⼥子⼤学 2 
9:44 都築発帆 椙⼭⼥学園⼤学 3 
9:45 満井唯奈 武蔵野⼤学 3 
9:46 佐藤理佳 津田塾⼤学 2 
9:47 ⾦⼭柚佳 京都⼥子⼤学 2 
9:48 ⼤野真由莉 奈良⼥子⼤学 2 
9:49 七夕あかり 千葉⼤学 3 
9:50 鈴木久美子 椙⼭⼥学園⼤学 2 
9:51 竹川和佳子 京都⼤学 2 
9:52 ⾦子奈央 十⽂字学園⼥子⼤学 2 
9:53 南晴香 千葉⼤学 2 
9:54 鈴木咲帆 お茶の水⼥子⼤学 3 
9:55 尾形奈津季 宮城学院⼥子⼤学 3 
9:56 尾⼭理子 京都⼥子⼤学 2 
9:57 渡邉志保 静岡⼤学 3 
9:58 増田美穂子 奈良⼥子⼤学 4 
9:59 ⻄條志歩 宮城学院⼥子⼤学 3 

10:00 ⻑崎早也香 名古屋⼤学 2 
10:01 玉井亜⾥沙 椙⼭⼥学園⼤学 4 
10:02 岩田真依 十⽂字学園⼥子⼤学 2 
10:03 但木香澄 椙⼭⼥学園⼤学 3 
10:04 佐藤寛子 京都⼥子⼤学 2 
10:05 鎌田真苗 宮城学院⼥子⼤学 2 
10:06 水⾕⽂ 椙⼭⼥学園⼤学 2 
10:07 ⼤⼭祐未 実践⼥子⼤学 3 
10:08 ⼭口仁実 奈良⼥子⼤学 2 
WUL スタートリストは右上に続く  

WUL（2/2） 左下の続き 
10:09 ⼩林晴美 実践⼥子⼤学 2 
10:10 上杉早有美 実践⼥子⼤学 4 
10:11 ⼩⼭智子 千葉⼤学 2 
10:12 ⻄方美⽻ 北海道⼤学 3 
10:13 ⻄垣裕希 椙⼭⼥学園⼤学 4 
10:14 井上望 一橋⼤学 4 
10:15 ⼩⾕麻緒 奈良⼥子⼤学 3 
10:16 木⼾口桃子 岩⼿県⽴⼤学 2 
10:17 石野陽子 京都⼤学 3 
10:18 横井⾥美 椙⼭⼥学園⼤学 4 
10:19 下川千晴 奈良⼥子⼤学 4 
10:20 瀬⼾みなみ 宮城学院⼥子⼤学 2 
10:21 平井はるな 千葉⼤学 4 
10:22 保坂拡香 宮城学院⼥子⼤学 3 
10:23 岩井真恵美 宮城学院⼥子⼤学 3 
10:24 椎名麻美 茨城⼤学 3 
10:25 鈴木明日香 宮城学院⼥子⼤学 3 
10:26 佐々木菜摘 宮城学院⼥子⼤学 4 
10:27 鈴木彩⼼ 東京農工⼤学 4 
10:28 片桐麻那 名古屋⼤学 2 
10:29 平⼊麻⾐ 横浜市⽴⼤学 3 
10:30 坂本友⾥子 東北⼤学 2 
10:31 瀧澤明希 京都⼤学 2 
10:32 若⼭映令彩 岩⼿⼤学 2 
10:33 福⼭美矩 椙⼭⼥学園⼤学 2 
10:34 中口典子 京都⼥子⼤学 3 
10:35 中村⾥奈 筑波⼤学 3 
10:36 久保実穂子 椙⼭⼥学園⼤学 3 
10:37 守屋知⾥ 日本⼥子⼤学 2 
10:38 佐藤恵那 奈良⼥子⼤学 2 
10:39 梶原裕希 東京⼤学 3 
10:40 田口由紀 千葉⼤学 2 
10:41 杉原未奈 奈良⼥子⼤学 2 
10:42 星野詩歩 椙⼭⼥学園⼤学 2 
10:43 竹内美樹 椙⼭⼥学園⼤学 3 
10:44 本間実季 東北⼤学 3 
10:45 ⾼橋理恵 奈良⼥子⼤学 4 
10:46 酒井夕貴 椙⼭⼥学園⼤学 3 
10:47 ⻘島千映⾥ 京都⼥子⼤学 2 
10:48 平野伶奈 東北⼤学 2 
10:49 櫻井彩菜 相模⼥子⼤学 2 
10:50 岩瀬万実 実践⼥子⼤学 4 
10:51 和田郁佳 実践⼥子⼤学 3 
10:52 安永悦世 奈良⼥子⼤学 2 
10:53 ⼭崎祐実 相模⼥子⼤学 3 
10:54 佐藤未彩 宮城学院⼥子⼤学 2 
10:55 千葉聡美 宮城学院⼥子⼤学 4 
10:56 海福朋子 津田塾⼤学 4 
10:57 池田佳世 椙⼭⼥学園⼤学 4 
10:58 井上佳南 奈良⼥子⼤学 3 
10:59 東又みのり 京都⼥子⼤学 3 
11:00 稲垣亜希乃 東京農工⼤学 3 

 

 WUS（1/2）        参加⼈数 14 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年（My SI No.） 

9:40 松岡天音 東北⼤学 2 
9:41 晝河沙帆 椙⼭⼥学園⼤学 2 

WUS スタートリストは次ページに続く  
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ロング
スタート
リスト
P.37-45

WUS（2/2） 前ページの続き 
9:42 ⼭本美樹 実践⼥子⼤学 4 
9:43 内海春菜 宮城学院⼥子⼤学 4 
9:44 森春菜 ⾦沢⼤学 2 
9:45 上良智子 京都⼤学 2 
9:46 森優華 椙⼭⼥学園⼤学 2 
9:47 門口実加 津田塾⼤学 3 
9:48 林奈々 相模⼥子⼤学 3 
9:49 ⼩⼭柊子 ⾦沢⼤学 2 
9:50 ⻲⼭美沙紀 岩⼿⼤学 2 
9:51 丁⼩萌 東北⼤学 2 
9:52 田中美穂 関東学院⼤学 2 
9:53 新倉康子 日本⼥子⼤学 2 

 

 WUF（1/2）        参加⼈数 102 
スタート 

時刻 氏名 学校・学年（My SI No.） 

9:13 吉澤佳帆 相模⼥子⼤学 1 
9:14 坂本有⾐ ⾦沢⼤学 1 
9:15 浅井千穂 椙⼭⼥学園⼤学 1 
9:16 飯田桃子 椙⼭⼥学園⼤学 1 
9:17 伊藤綾香 奈良⼥子⼤学 1 
9:18 村⼭友梨 十⽂字学園⼥子⼤学 1 
9:19 田中優⾥ 奈良⼥子⼤学 1 
9:20 橋本彩加 京都⼥子⼤学 1 
9:21 ⼩澤真帆 京都⼥子⼤学 1 
9:22 佐野萌子 京都⼥子⼤学 1 
9:23 達城侑紀枝 椙⼭⼥学園⼤学 1 
9:24 八木香織 跡⾒学園⼥子⼤学 1 
9:25 土江千穂 京都⼥子⼤学 1 
9:26 ⽴花和祈 実践⼥子⼤学 1 
9:27 ⾼橋友理奈 東北⼤学 1 
9:28 荻原沙季 津田塾⼤学 1 
9:29 岡村花音 お茶の水⼥子⼤学 1 
9:30 松⼭琴美 椙⼭⼥学園⼤学 1 
9:31 加藤めぐみ 十⽂字学園⼥子⼤学 1 
9:32 畑中志乃 岩⼿⼤学 1 
9:33 ⾼橋ひなの 東北⼤学 1 
9:34 ⾦森彩 ⾦沢⼤学 1 
9:35 一宮菜津美 宮城学院⼥子⼤学 1 
9:36 稲垣秀奈美 千葉⼤学 1 
9:37 鈴木沙彩 椙⼭⼥学園⼤学 1 
9:38 水澤有奈 お茶の水⼥子⼤学 1 
9:39 渡邊琴江 関東学院⼤学 1 
9:40 石⿊桜子 奈良⼥子⼤学 1 
9:41 ⼭森汐莉 ⾦沢⼤学 1 
9:42 田口悠 津田塾⼤学 1 
9:43 寺島毬菜 椙⼭⼥学園⼤学 1 
9:44 和田あゆみ 慶應義塾⼤学 1 
9:45 横⼭結⼥ 椙⼭⼥学園⼤学 1 
9:46 村田茉奈美 フェリス⼥学院⼤学 1 
9:47 陶⼭佳陽 東京農工⼤学 1 
9:48 太田希美 椙⼭⼥学園⼤学 1 
9:49 朝倉響子 奈良⼥子⼤学 1 
9:50 ⼭田千真 宮城学院⼥子⼤学 1 
9:51 太田真由 奈良⼥子⼤学 1 
9:52 加藤万由子 岩⼿⼤学 1 
9:53 赤熊由季 京都⼥子⼤学 1 
9:54 牛越裕⾐子 奈良⼥子⼤学 1 
9:55 鶴本美樹 ⼤阪⼤学 1 
9:56 藤本朱子 宮城学院⼥子⼤学 1 

WUF スタートリストは右上に続く  

WUF（2/2） 左下の続き 
9:57 澤口未来 岩⼿県⽴⼤学 1 
9:58 杉浦満美 ⼤阪⼤学 1 
9:59 川治和奏 奈良⼥子⼤学 1 

10:00 ⼤月南 京都⼥子⼤学 1 
10:01 ⼩島由郁 椙⼭⼥学園⼤学 1 
10:02 渡邉佳奈 奈良⼥子⼤学 1 
10:03 ⼭森麻未 椙⼭⼥学園⼤学 1 
10:04 ノーディング怜奈 相模⼥子⼤学 1 
10:05 松尾若奈 岩⼿県⽴⼤学 1 
10:06 岩村優⾥ 奈良⼥子⼤学 1 
10:07 伊佐野はる香 東北⼤学 1 
10:08 佐藤瑞弥子 静岡⼤学 1 
10:09 藤島志帆 実践⼥子⼤学 1 
10:10 松澤佳世 椙⼭⼥学園⼤学 1 
10:11 新海由愛 関東学院⼤学 1 
10:12 武田芽生 岩⼿県⽴⼤学 1 
10:13 松永莉弥 宮城学院⼥子⼤学 1 
10:14 ⾼橋夏菜子 奈良⼥子⼤学 1 
10:15 佐久間⽂香 新潟⼤学 1 
10:16 橋本咲良 ⾦沢⼤学 1 
10:17 ⾦田満帆 京都⼥子⼤学 1 
10:18 ⼩林美早紀 岩⼿⼤学 1 
10:19 香取菜穂 千葉⼤学 1 
10:20 工藤英理子 京都⼥子⼤学 1 
10:21 門倉美咲 千葉⼤学 1 
10:22 ⾦澤めぐみ 奈良⼥子⼤学 1 
10:23 臼井沙耶香 東北⼤学 1 
10:24 ⼩野花織 椙⼭⼥学園⼤学 1 
10:25 藤原麻結 岩⼿県⽴⼤学 1 
10:26 八木千尋 東京農工⼤学 1 
10:27 伊藤奈緒 静岡⼤学 1 
10:28 ⼾⾕みのり 奈良⼥子⼤学 1 
10:29 田沼美来 京都⼥子⼤学 1 
10:30 野口かりん 相模⼥子⼤学 1 
10:31 兵藤瑞穂 実践⼥子⼤学 1 
10:32 浅田侑子 相模⼥子⼤学 1 
10:33 中島緑⾥ ⽴教⼤学 1 
10:34 内堀百⾥子 京都⼥子⼤学 1 
10:35 鈴木静華 椙⼭⼥学園⼤学 1 
10:36 ⻑⾕翠 奈良⼥子⼤学 1 
10:37 杉嵜晏香 相模⼥子⼤学 1 
10:38 鈴沖真由 椙⼭⼥学園⼤学 1 
10:39 木村るび子 ⽴教⼤学 1 
10:40 久野桃子 椙⼭⼥学園⼤学 1 
10:41 安藤真輝 椙⼭⼥学園⼤学 1 
10:42 平松夕⾐ 横浜市⽴⼤学 1 
10:43 玉木沙羅々 静岡⼤学 1 
10:44 筒井佑紀 京都⼥子⼤学 1 
10:45 森⾕風香 千葉⼤学 1 
10:46 ⾦林優美 奈良⼥子⼤学 1 
10:47 岡本ひなの 奈良⼥子⼤学 1 
10:48 下真理子 横浜市⽴⼤学 1 
10:49 勝⼭佳恵 茨城⼤学 1 
10:50 野中瑞紀 奈良⼥子⼤学 1 
10:51 柴田友⾥亜 奈良⼥子⼤学 1 
10:52 増田風⾒花 実践⼥子⼤学 1 
10:53 景⼭朝子 奈良⼥子⼤学 1 
10:54 千葉香⾥ 宮城学院⼥子⼤学 1 

 
 
 

 



目次

はじめに

タイム
テーブル

P.6-7

大会全般
P.8-10

会場
アクセス

P.11-14

スプリント
スタート
リスト

P.33-36

オフィシャル

ロング
当日

P.28-31

競技情報
P.17-21

宿泊
P.15-16

スプリント
当日

P.22-26

モデル
イベント

P.26-27 

ロング
スタート
リスト

P.37-45

大会役員

実施規則

歴代
入賞者

Page 46 2015年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 スプリント、ロング・ディスタンス競技部門

大会役員

  
スプリント実⾏委員⻑ 齋藤 翔太     ロング実⾏委員⻑  石澤 俊崇 
スプリント競技責任者 結城 克哉     ロング競技責任者  近藤 康満 
運営責任者  渡邉 彩子 
渉外責任者  国沢 五月 
スプリントコース設定者 結城 克哉     ロングコース設定者  尾崎 弘和 
広報責任者   石塚 脩之     会計責任者    平野 ⼤輔 
人事責任者  齋藤 翔太     資材責任者   ⼭田 晋太朗 
地図責任者  ⻄村 徳真 
スタートパートチーフ  田村 直登     スタートパートサブチーフ 三⾕ 洋介 
フィニッシュパートチーフ  燧 暁彦     フィニッシュパートサブチーフ 佐藤 ⼤樹 
会場パートチーフ   ⻘木 佳世     会場パートサブチーフ  寺岡 倫子 
演出パートチーフ   ⼩林 遼 
競技救護パートチーフ  蜂須賀 久晴    競技救護パートサブチーフ 前田 裕太 
 
イベント・アドバイザー ⼭上 ⼤智 
 
※ 責任者のみ記載しています。 

  

 
大会役員 
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実施規則

  
※ 条項に(ロング), (ミドル) , (スプリント), (リレー)
とある場合，当該条項は，該当する競技部門にのみ適用
される。 
 
第 1 章 全般的な規則 
第 1 条 規則の適用 
1.1 この規則は，日本学生オリエンテーリング連盟(以
下，日本学連と略す)が主催する，日本学生オリエンテー
リング選⼿権⼤会(以下，インカレと略す)に適用される。 
1.2 すべての選⼿登録者，選⼿を⽀援する者(以下，チ
ームオフィシャル)，競技を運営する者及びその他の併
設⼤会参加者・観戦者・報道関係者など選⼿権競技者と
接する者は，この規則に従う。 
1.3 競技者ならびに主管者は，この規則の解釈にあたっ
ては，スポーツとしての公正さの保持を第一義としなけ
ればならない。 
1.4 インカレ実施規則で定められた事項を，当該インカ
レに限定して不適用とし，変更する必要がある場合，技
術委員会の諮問及び理事会の承認を必要とする。不適用
条項と変更内容は，要項に明記される。 
1.5 インカレ以外の⼤会にインカレを併設して開催し
ている場合，この規則に定める内容を不適用とする際は，
イベント・アドバイザーの同意のみを必要とし，理事会
の承認を不要とする。 
 
第 2 条 競技部門と競技形態・種別 
2.1 インカレは，次の 8 つの競技部門を設ける。 
男子ロング︓個人ロング・ディスタンス競技部門 
⼥子ロング︓個人ロング・ディスタンス競技部門 
男子ミドル︓個人ミドル・ディスタンス競技部門 
⼥子ミドル︓個人ミドル・ディスタンス競技部門 
男子スプリント︓個人スプリント競技部門 
⼥子スプリント︓個人スプリント競技部門 
男子リレー︓3 名のリレー競技部門 
⼥子リレー︓3 名のリレー競技部門 
2.2 インカレは，すべて昼間競技で⾏う。 
2.3 単一レース競技で⾏う。 
2.4 (廃⽌) 
2.5 インカレは，すべてポイント競技で⾏う。 
2.6 男子ロング・⼥子ロングにおける優勝者をロング・
ディスタンス競技選⼿権者，男子ミドル・⼥子ミドルの
優勝者をミドル・ディスタンス競技選⼿権者，男子スプ
リント・⼥子スプリントの優勝者をスプリント競技選⼿
権者，男子リレー・⼥子リレーにおける優勝校をリレー
競技選⼿権校とする。 
 
第 3 条 日程 
3.1 インカレの各競技部門の開催は，年 1 回とする。 
3.2 インカレの日程と正式名称は，原則として次のとお

りとする｡ 
秋インカレ(8 月〜12 月)︓ロング，スプリント 
春インカレ(1 月〜3 月)︓ミドル，リレー 
3.3 インカレは，開会式，閉会式を別途⾏うことができ
る。 
 
第 4 条 参加規定 
4.1 選⼿権競技者は，以下のすべての条件を満たす｡ 
・日本学連の加盟員であること 
・初めて日本学連に登録した年度から数えて 4 年以内 
・年齢は当該年度 3 月 31 日現在 29 歳未満 
4.2 各加盟校及び各準加盟校(以下，各校と略す)は，選
⼿権競技者資格を有する者からなる選⼿登録名簿を申
し込み時に提出する。 
(ロング) 
4.3 ロングの競技者数は，男子 60 名，⼥子 40 名とし，
別に定める規則によって各地区学連に配分される。但し，
別に定める規則によって，競技者数を追加することがで
きる。ロングの競技者は，選⼿登録名簿に記載された者
とする。 
(ミドル) 
4.4 ミドルの競技者数は，男子 60 名，⼥子 30 名とし，
別に定める規則によって各地区学連に配分される。但し，
別に定める規則によって，競技者数を追加することがで
きる。ミドルの競技者は，選⼿登録名簿に記載された者
とする。 
(スプリント) 
4.5 スプリントの競技者数は，男子 60 名，⼥子 30 名
とし，別に定める規則によって各地区学連に配分される。
但し，別に定める規則によって，競技者数を追加するこ
とができる。スプリントの競技者は，選⼿登録名簿に記
載された者とする。 
(リレー) 
4.6 リレーの出場資格校は，日本学連の加盟校及び準加
盟校とする。各校は，男⼥各々1 チームをリレーに出場
させることができる。リレーのチームは，選⼿登録名簿
に記載された者により構成される。但し，男子リレーに
⼥子選⼿を出場させることができる。 
4.7 各校は，選⼿登録者とは別に，チームオフィシャル
を同⾏させることができる。各校は，チームオフィシャ
ル登録名簿を申し込み時に提出する。各校に認められる
チームオフィシャルの人数は，以下のとおりとする。 
男子クラスの選⼿権への選⼿登録に対して，2 名 
⼥子クラスの選⼿権への選⼿登録に対して，2 名 
4.8 参加者は，⾃己の安全に対して⾃分で責任を負う。
参加者が負った怪我，障害，損害について主催者は一切
責任をもたない。また，参加者が第三者に与えた損害に
ついても参加者⾃身が責任を負う。 
 

日本学生オリエンテーリング選手権実施規則 
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第 5 条 要項 
5.1 主管者は，インカレに関する必要な情報を，要項と
してすべての地区学連及び日本学連事務局へ送付ある
いは Web サイトにて公開あるいはメールにて送付する。 
5.2 インカレの要項の発⾏時期は，以下の通りとする。 
要項 1 (6 カ月前)︓ 
開催日，開催地，主管者の連絡先，競技責任者の氏名，
イベント・アドバイザーの氏名，⽴⼊禁⽌区域 
要項 2 (4 カ月前)︓ 
日程，テレインの概要，地図に関する情報(縮尺，等⾼線
間隔，⾛⾏可能度表示)，テレインの標⾼(コースの15 ％ 
以上が 1,200 m を超える場合のみ)，採用するパンチン
グシステム，コース設定者の氏名，トレーニング・モデ
ルイベントに関する情報，一般クラス・併設⼤会がある
場合その情報，観戦者のための情報，宿泊・輸送に関す
る情報，参加費，申込方法，申込締切日，申込用紙 
要項 3 (2 週間前)︓ 
気象，特殊な地図表記，コース距離・登距離，優勝設定
時間，特殊な位置説明，スタート時刻，競技のタイムス
ケジュール，集合場所，代表者ミーティングに関する情
報，承認された実施規則の不適用条項と変更内容，その
他競技に関する留意事項 
 
第 6 条 申し込み 
6.1 インカレの申し込みは，所定の用紙によって，要項
2 に示された締切日までに⾏われる。但し，選⼿登録名
簿の変更は，⼤会開催の 6 週間前まで認められる。 
(ロング, ミドル, スプリント) 
6.2 各地区学連の代表者は，ロング，ミドル, スプリン
トにおいて，競技前日の 16 時までであれば，競技者を
交替させることができる。 
6.3 (廃⽌) 
(リレー) 
6.4 リレー出場校は，リレーの競技者と競技順を競技前
日の 16 時までに提出する。競技者に不慮の事故の場合，
リレー競技開始 1 時間前までであれば競技者を交替さ
せることができる。但し，この場合は裁定委員の承認を
必要とする。 
 
第 7 条 トレーニングとモデルイベント 
7.1 事前に実際の競技で使用するものに似たテレイン・
地図でのトレーニングの機会が提供されることが望ま
しい。 
7.2 競技の前日に，モデルイベントが提供されることが
望ましい。モデルイベントでは，実際の競技におけるテ
レインのタイプ，地図の質，コントロールの置かれる特
徴物，コントロール器具の設置状態，給水コントロール
の設置状態，誘導区間のそれぞれの状況がわかることが
望ましい。 
7.3 電子パンチングシステムを使用する場合，モデルイ
ベントにおいて実際の競技に用いる器具の使用機会が
提供されることが望ましい。 

第 8 条 スタート順の決定とスタートリスト 
(ロング, ミドル, スプリント) 
8.1 ロング，ミドル, スプリントのスタート抽選は，イ
ベント・アドバイザーの元で，あるいは公開で⾏われ，
当該競技前日の 17 時までには発表される。 
8.2 ロング, ミドル, スプリントにおいては，スタート
順等において配慮される競技者(シード選⼿)を設ける
ことができる。シード選⼿は，競技開催 1 カ月前までに
理事会が決定する。シード選⼿の選出数は競技者の 1/6
程度までの人数とする。 
8.3 ロング, ミドル, スプリントは，男⼥それぞれ 1 人
ずつ同一の時間間隔でスタートする(タイムスタート)。
スタート間隔は，ロング, ミドルは少なくとも 2 分間は
とるものとする。スプリントは少なくとも 1 分間はとる
ものとする。 
8.4 (廃⽌) 
8.5 (廃⽌) 
8.6 (廃⽌) 
(リレー) 
8.7 リレーにおけるコースの組み合わせの抽選は，イベ
ント・アドバイザーの元で，あるいは公開で⾏われる。
コースの組み合わせは，最後の競技者がスタートするま
で秘密にされる。 
(リレー) 
8.8 リレーのスタートは，マススタートとする。 
 
第 9 条 成績 
9.1 成績速報は，競技進⾏中順次掲示される。フィニッ
シュ閉鎖後 1 時間以内にすべて掲示される。 
9.2 公式成績には，失格者も含めすべての競技者が記載
される。リレーの成績は，競技順・各競技者の名前と所
要時間・コースの分割方法と組み合わせも記載される。 
 
第 10 条 調査依頼と提訴 
10.1 各校は，競技者，あるいは主管者の規則に対する
違反についての調査依頼を⾏うことができる。調査依頼
は，主管者に対し⽂書で⾏う。成績速報に関する調査依
頼は，フィニッシュ閉鎖後 1 時間以内に⾏う。 
10.2 調査依頼に対する主管者の回答に疑義がある場
合，提訴を⾏うことができる。提訴は，裁定委員会に対
し⽂書で⾏う。 
 
第 11 条 表彰 
11.1 各競技部門 6 位までを表彰する。 
11.2 参考記録の者及び学校は表彰の対象とならない｡ 
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第 12 条 報告書 
12.1 各競技終了後 3 カ月以内に，主管者は次の内容の
報告書を作成する。 
・⼤会実施報告 
・スタート順と公式成績 
・イベント・アドバイザーの報告 
・将来への提⾔ 
12.2 報告書は，すべての加盟校及び準加盟校，日本学
連事務局，及び次年度の主管者に送付される。 
 
第 2 章 競技に関する規則 
第 13 条 テレイン 
13.1 テレインは，インカレのコース設定に適していな
ければならない。テレインの選定に際しては，環境保護
に十分留意しなければならない。 
13.2 特定の競技者が有利になることがないように，イ
ンカレ以前には出来るだけ⻑い期間，オリエンテーリン
グに使用されていないものとする。 
 
第 14 条 コース 
14.1 インカレのコース設定にあたっては，国際オリエ
ンテーリング連盟(IOF)の『コース設定の原則』に従う。 
14.2 コースの水準は，インカレに適格でなければなら
ない。 
14.3 コントロールを回る順番は，主管者によって指定
される。競技者はこれを守り，主管者はこれを確認する。 
14.4 コース上の誘導区間は，競技者は必ずこれをたど
るものとする。誘導区間の開始地点には必ずコントロー
ルを置く。 
(ロング, ミドル) 
14.5 男子コースと⼥子コースは，可能な限り別のコン
トロールを用いる。 
14.6(廃⽌) 
14.7 選⼿権以外のコースがある場合，可能な限りコン
トロールは別のものを用いる。 
14.8 リレーでは，コントロールは分割され，チームご
とに別々に組み合わされる。全チームが順番は異なって
も，全体としては同一のコースを回る。テレインとコー
スのコンセプトが許す場合，各⾛区の距離を変えること
ができる。全チームは，異なる距離の⾛区を同じ順番で
⾛らなければならない。 
14.9 個人競技種目においてはコントロールを各選⼿
毎に異なるように組み合わせることが出来る。但し，全
選⼿は全体としては同じコースを⾛らなければならな
い。(バタフライ) 
14.10 主管者は，環境保護あるいはそれに類する理由
のための指示を競技者に与えることができる。競技者は，
これを厳守しなければならない。 
 
第 15 条(廃⽌) 
 
第 16 条(廃⽌) 

第 17 条 距離と登距離 
17.1 コースは，以下の優勝時間を想定し，設定される。 

 男子 ⼥子 
ロング 70-80 分 55-65 分 
ミドル 35-40 分 35-40 分 

スプリント 13-15 分 13-15 分 
リレー(各競技者) 30-50 分 30-45 分 

リレー(合計) 120-150 分 110-135 分 
17.2 コース距離は，スタートからすべてのコントロー
ルを経由してフィニッシュまでの直線距離で示される。
但し，物理的に通過不能な障害物(⾼いフェンス，湖，通
れない崖等)，⽴ち⼊り禁⽌区域および誘導区間は，迂回
した距離で測定する。 
17.3 コース距離は，要項 3 で実際のコース距離が発表
される。 
17.4 登距離は最も速く⾛れると予想されるルートの
登距離で示される。ロングの登距離は，最も速く⾛れる
と予想されるルートの距離の 7 %を越えないように設
定される。ミドル，リレーの登距離は，最も速く⾛れる
と予想されるルートの距離の 6 ％を越えないように設
定される。 
17.5 登距離は要項 3 で実際の登距離が発表される。 
 
第 18 条 地図 
(ロング, ミドル, リレー) 
18.1 地図は JOA の『日本オリエンテーリング地図図
式』に適合したものを使用する。特別な表記の使用は，
イベント・アドバイザーの同意を必要とする。これらの
変更点は，要項 3 に明記される。 
(スプリント) 
18.2 スプリントの地図は JOA の『日本スプリントオ
リエンテーリング地図図式』に適合したものを使用する。 
18.3 地図印刷後に生じたテレイン内の変化のうち，競
技に影響を与えるものは，地図上で修正される。 
(ロング) 
18.4 ロングに使用する縮尺は 1 万 5 千分の 1 で，等
⾼線間隔は 5 m とする。テレインを適切に表現するた
め，またはコース設定・競技上の制約等のため，これと
異なる縮尺，あるいは，等⾼線間隔の使用は，イベント・
アドバイザーの同意を必要とする。 
(ミドル, リレー) 
18.5 ミドル，リレーに使用する縮尺は 1 万分の 1 で，
等⾼線間隔は 5 m とする。テレインを適切に表現する
ため，またはコース設定・競技上の制約等のため，これ
と異なる縮尺，あるいは，等⾼線間隔の使用は，イベン
ト・アドバイザーの同意を必要とする。 
(スプリント) 
18.6 スプリントに使用する縮尺は 4 千分の 1 または 5
千分の一で，等⾼線間隔は 2 m または 2.5 m とする。
テレインを適切に表現するため，またはコース設定・競
技上の制約等のため，これと異なる縮尺，あるいは，等
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⾼線間隔の使用は，イベント・アドバイザーの同意を必
要とする。 
18.7 競技に影響を与える恐れがあり，かつ，地図から
は読み取れないテレイン内のコンディションについて
は，遅くとも要項 3 で発表される。 
18.8 競技用地図は，水分や損傷に耐えるように両⾯が
保護される。 
18.9 競技に使用するテレインに過去のオリエンテー
リング地図がある場合，これらの地図は，競技に先⽴っ
てすべての加盟校及び準加盟校に公開される。 
18.10 競技当日は，主管者の許可が出るまでは選⼿登
録者及びチームオフィシャルが競技区域のいかなる地
図を利用することも禁⽌する。 
 
第 19 条 地図上でのコースの表記 
19.1 競技用地図は，以下のように表記される。 
・オリエンテーリングの開始地点は，正三角形(1 辺 7 

mm)。 
・コントロールは，円(直径 6 mm)。 
・フィニッシュは，2 重同⼼円(直径 5 mm と 7 mm)。 
・誘導区間は，破線。 
19.2 三角形，及び，円の中⼼は特徴物の正確な位置を
示す。コントロールフラッグが特徴物の周囲に設置され
る場合でも，特徴物を中⼼として印刷される。 
19.3 コントロールは，回る順番を指示するために，南
を下にして正⽴された数字によって示される。 
19.4 誘導区間がある場所を除き，三角形と円は，直線
により，順番に結ばれる。コントロールの円とそれを結
ぶ直線は，重要な地図上の表現を⾒えにくくする場合に
は，部分的に直線を切ったり，細く描いたりすることが
できる。 
19.5 誘導区間は，すべて地図上に示される。誘導区間
の終端から再びオリエンテーリングを開始する場合は，
地図上で破線の終端と次のコントロールが直線で結ば
れる。 
19.6 コース印刷においては，透明な赤紫色，あるいは
赤色を使用する。 
 
第 20 条 その他の追加表記 
20.1 危険回避のための⽴ち⼊り禁⽌の範囲は，斜めク
ロスのハッチングをする。その他の理由による⽴ち⼊り
禁⽌の範囲は，垂直のハッチングをする。外郭線は以下
のように表記される。 
・現地でテープなどが連続して表示される場合は，実線。 
・現地でテープなどが間隔をおいて表示される場合は，
破線。 
・現地で表示のない場合は，外郭線を記⼊しない。 
20.2 通⾏禁⽌のルート(⾃動⾞道など)は，×の連続で
表す。 
20.3 外向きの 2 つの括弧)(は，コースに関した重要通
過地点，経路(例︓渡河地点，道の下のトンネル) 
を示すのに用いられる。 

20.4 追加表記の色は，コースと同一の色とする。 
 
第 21 条 コントロール位置説明 
21.1 コントロールの位置説明は，JOA の『コントロー
ル位置説明仕様』に従って作成する。 
21.2 コントロール位置説明表は，地図の表⾯に貼付さ
れるか，印刷される。 
(ロング，ミドル，スプリント) 
21.3 コントロール位置説明表は，スタート枠にて配布
される。また、事前に配布される位置説明表の⼤きさを
公表するのが望ましい。 
21.4(廃⽌) 
(リレー) 
21.5 リレーで使用されるすべてのコントロール位置
説明の一覧は，リレー前日の代表者ミーティングが始ま
るまでに参加各校の代表者に配布される。但し，コント
ロールのつながりについては表示されない。 
 
第 22 条 現地における表示 
22.1 誘導区間は，赤と白の 2 色のテープにより示され
る。 
22.2 ⽴ち⼊り禁⽌区域の外郭が表示される場合，⻘と
⻩の 2 色のテープにより示される。 
 
第 23 条 コントロールの設置と器具 
23.1 すべてのコントロールには，コントロールフラッ
グが設置される。 
23.2 コントロールフラッグは，3 つの正方形を三角柱
状に結合した形とする。それぞれの⾯は，およそ
30cm×30 cm で，対角線によって 2 分して白とオレン
ジに色分けする。 
23.3 コントロールフラッグは，地図上に示された特徴
物の場所に，競技者が特徴物にたどり着いたときに⾒え
るようにして設置される。 
23.4 コントロールは，互いに 30 m 以内に近接して設
置してはならない。さらに，特徴物が同じコントロール
は，互いに 60 m 以内に近接して設置してはならない。 
23.5 コントロールは，その場所に競技者がいるかいな
いかで難易度が変わらないような場所が望ましい。 
23.6 すべてのコントロールは，数字によるコントロー
ル識別番号で区別される。コントロール識別番号は白地
に⿊で書かれ，競技者がはっきり読めるように示される。 
23.7 コントロールの器具は，コース上のすべてのコン
トロールで同一のものを使用する。充分な数のパンチも
しくはユニットをコントロールフラッグのすぐ近くに
設置する。 
23.8 コントロール役員を置く場合は，コントロールを
通過した競技者のナンバー，及びチェックした時刻を記
録する。また，コントロール役員は競技者を妨げてはな
らず，タイム・順位・その他の情報を与えてはならない。
さらにコントロール役員は，静粛に，目⽴たない服を着
用して，競技者がコントロールに接近するのを⼿助けし
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てはならない。これらの規則は，ラジオやテレビコント
ロール役員，給水コントロール役員，報道関係者にも適
用される。但し，演出の都合で情報の提供が⾏われる場
合はイベント・アドバイザーの了承を得て実施すること
が出来る。 
23.9 優勝設定時間が 45 分を超える競技は，給水所を
設ける。給水所には，飲料水が用意される。 
 
第 24 条 パンチングシステム 
24.1 使用するパンチングシステムは，主管者の判断に
ゆだねられる。 
24.2 (廃⽌) 
24.3 (廃⽌) 
24.4 コントロール通過証明がされていない，あるいは
判別できない場合，（ユニットの不調など競技者の過失
でなくとも）この競技者は失格となる。但し，バックア
ップにより通過が証明された場合は，失格とならない。 
24.5 電子パンチを用いる場合には，バックアップシス
テムを用いなければならない。 
 
第 25 条 スタート 
(ロング, ミドル, スプリント) 
25.1 ロング，ミドル, スプリントはプレスタート方式
とすることができる。この場合，競技者がスタートへゆ
っくり⾛っていって間に合うようにプレスタートを設
定する。 
(ロング, ミドル, スプリント) 
25.2 競技者はスタートと同時に⾃分で地図を取る。 
(リレー) 
25.3 リレーでは，第 1 競技者はスタートと同時に，以
降の競技者はスタート後の地図の⽀給地点で，⾃分で地
図を取る。 
25.4 正しい地図を取るのは，競技者の責任である。主
管者は，競技者が他の競技者によって妨げられることな
く地図を取れるように配慮し，競技者が間違った地図を
取らないように充分注意する。 
25.5 すべての競技者は，最低 20 分のウォーミングア
ップをする時間を取れる。スタート前の競技者とチーム
オフィシャル以外は，ウォーミングアップエリアに⼊れ
ない。ウォーミングアップエリアは，スタートのできる
限り近くに設定する。 
25.6 オリエンテーリングの開始地点は，地図上で三角
のスタート記号で示される。現地にはコントロールフラ
ッグを置く。 
25.7 オリエンテーリングの開始地点は，地図⾯あるい
は先⾏する競技者のルート選択が，スタート前の競技者
その他に⾒えないような場所に設定される。必要に応じ
て，スタートからオリエンテーリングの開始地点までを
誘導区間とすることができる。 
25.8 競技者が⾃己の責によりスタートに遅刻した場
合，到着次第すぐにスタートすることができる。この場
合，正規のスタート時刻にスタートしたものとして計時

される。主管者は，正規にスタートする競技者に影響を
与えないように，いつスタートさせるかを決めることが
出来る。 
25.9 主管者の責により競技者が遅刻した場合，競技者
は，新しいスタート時刻を与えられる。 
(リレー) 
25.10 リレーでは，次競技者は引継を受ける 3 分以上
前に，前競技者が近づいたことを告知される。但し，主
管者は告知に問題があっても責任を負わない。 
(リレー) 
25.11 リレーにおいて，次競技者への引継は，指定さ
れた区域(チェンジオーバーエリア)で，両競技者の接触
により⾏う。 
(リレー) 
25.12 リレーにおいて，運営を円滑に⾏うために，未
出⾛の競技者をマススタートで出⾛させることができ
る(リスタート)。 
 
第 26 条 フィニッシュ 
26.1 計時線は，フィニッシュへの⾛路に対して直角と
する。 
26.2 計時線は，競技者が遠くから識別できるようにな
っていなければならない。 
26.3 計時線を通過した競技者は，通過証明が記録され
たものをフィニッシュ役員に⼿渡す。リレーでは，地図
とコントロール位置説明表も⼿渡す。 
26.4 フィニッシュ閉鎖時刻は，事前に発表される。 
26.5 フィニッシュ地点には，救護所を置く。 
 
第 27 条 計時と順位 
27.1 フィニッシュ時刻は，計時線のところで計られる。
その時刻は，競技者の胸が計時線を横切った時刻，ある
いは競技者が計時線上でパンチした時刻とする。計時は
秒単位まで⾏う。秒以下については切り捨てる。タイム
は，時・分・秒，あるいは，分・秒のどちらかで表示さ
れる。 
27.2 コントロールを抜かした場合(あるいは，間違っ
たコントロールをチェックした場合)，また，指定された
以外の順番でコントロールを回ったことが判明した場
合には，競技者は失格となる。 
(ロング, ミドル, スプリント) 
27.3 2 人以上の競技者が同タイムの場合，これらの競
技者は同順位となる。成績表・報告書の中で彼らは同順
位となるが，スタート順に並べられる。また，この場合
次の順位は空位とする。 
(リレー) 
27.4 リレーでは，チームの全競技者の合計タイムがそ
のチームの成績となる。チームの順位は，最終競技者の
フィニッシュした順番により決定される。着順判定員が
順位判定を下す。同着はない。 
27.5 リスタートをしたチームは参考記録とする。 
27.6 競技時間は，ロングでは 2 時間 30 分まで，ミド
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ルでは 1 時間 40 分まで，スプリントでは 40 分までと
する｡この時間を超えた競技者は失格とする。リレーで
は 5 時間までとする。この時間を超えたチームは失格と
する。 
 
第 28 条 服装と用具 
28.1 主管者が定めない限り，服装の選択は⾃由である。 
28.2 ナンバーカードは，競技中常にはっきり⾒えるよ
うにして，胸と背中に着用する。ただし，ミドル，スプ
リントに関しては少なくとも胸に着用すればよい。ナン
バーカードの⼤きさは，25×25 cm を超えないものと
する。数字は，最低でも 10 cm 以上の⾼さが必要であ
る。 
28.3 競技中は，コンパス，時計と，主管者から⽀給さ
れた地図，コントロールカード，コントロール位置説明
表のみ使用してよい。その他のオリエンテーリングの技
術的な補助器具の使用は禁⽌する。 
 
第 29 条 競技上の公正 
29.1 インカレに関与するすべての者は，公正と正直を
旨に⾏動しなければならない。スポーツ精神と友情を忘
れてはならない。競技者は，他の競技者，役員，報道関
係者，観客，テレインや⼤会区域に居住する人たちを尊
重しなければならない。 
29.2 主管者は，イベント・アドバイザーの同意を得て，
前もって競技を⾏うテレインの位置を公表するととも
に，⽴⼊禁⽌区域を設定することができる。テレインの
位置を公表しない場合，すべての役員は，⼤会区域とテ
レインを厳重に秘密にしておかなくてはならない。 
29.3 選⼿登録者及びチームオフィシャルは，競技を⾏
うテレインにあらかじめ⽴ち⼊ることは禁⽌される。主
管者により発表された事項以上のコースに関する情報
を得ようとすることは，禁⽌される。 
29.4 競技中は，以下の⾏為を禁⽌する。 
・外部からの助⼒を得ること 
・共同で⾛り，方向決定を⾏うこと 
・故意に他の競技者を追⾛し，その競技者の能⼒を利用

しようとすること 
・他の者から情報を得ようとすること 
29.5 競技者は，一度計時線を越えたら，主管者の許可
なく競技区域に⼊ってはいけない。 
29.6 棄権した競技者は，フィニッシュを必ず通過しな
ければならない。また，この者は，決して競技に影響を
及ぼしてはならない。 
29.7 あらゆる種類の移動⼿段の利用は，禁⽌される。 
29.8 参加者及び主管者は，競技を妨害してはならない｡ 
29.9 インカレ実施規則を犯したことが判明した競技
者は，失格となる。 
29.10 主管者は競技の公平性を尊重する⽴場から，参
加者に対し，必要に応じてドーピング検査を実施するこ
とができる。なお実施条件を 29.11 に設ける。 
29.11 インカレにおいて主管者が参加者に対しドーピ

ング検査を実施する場合，要項 2 (4 ヶ月前)でドーピン
グ検査実施の可能性を示し，要項 3 (2 週間前)でドーピ
ング検査の有無を決定付けるものとする。 
 
第 3 章 運営に関する規則 
第 30 条 インカレ実⾏委員会 
30.1 インカレは，インカレ実⾏委員会が主管する。 
30.2 インカレ実⾏委員会は，当該インカレの 1 年前ま
でに理事会の承認のもとで組織される。 
 
第 31 条 秘密保持 
31.1 主管者，イベント・アドバイザー及びその補佐，
その他テレインやコースを知る者は競技上の公正さを
保つための秘密を保持する義務を負う。 
 
第 32 条 経費 
32.1 インカレ運営に関する経費は，主催者が⽀出する。 
32.2 主催者は，参加者から参加費を徴収することがで
きる。 
 
第 33 条 裁定委員会 
33.1 裁定委員会は，異なる出身校の3名で構成される。
裁定委員は，理事会が指名し，競技の前日までに全員の
氏名が公表される。裁定委員は，⼤会組織に関与しては
ならない。 
33.2 裁定委員会の審議には，イベント・アドバイザー
と主管者の代表は参考人として出席することができる。 
33.3 裁定委員会は，⼤会中に起きた規則あるいはその
他の問題に対する提訴に裁定を下す。裁定委員会の審議
は，3 人全員の出席をもって成⽴する。任務を遂⾏でき
ない裁定委員があったときには，理事会は代理を指名し
なければならない。 
33.4 裁定委員会の判断は最終的なものである。 
 
第 34 条 イベント・アドバイザー 
34.1 イベント・アドバイザーは，日本学連を公式に代
表し，主管者に対して派遣される。 
34.2 イベント・アドバイザーは，技術委員会の助⾔の
もとに，技術委員会の委員の中から理事会が指名する。
指名は，当該インカレの 1 年前までに⾏われる。 
34.3 イベント・アドバイザーの主な任務は，インカレ
実施規則が遵守されていることを確認することである。
また，必要のある事項については技術委員会との協議を
⾏う。 
34.4 イベント・アドバイザーは，インカレが適正に⾏
われるように，少なくとも以下の任務を遂⾏する。 
・要項の内容を確認すること 
・会場，テレインの適格性を確認すること 
・スケジュール全体(宿泊，食事，輸送，日程，費用，ト

レーニングの機会)を確認すること 
・スタート，フィニッシュ，チェンジオーバーエリアの

システムとレイアウトを確認すること 
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・計時システムの信頼性と正確性を判断すること 
・地図が規定に合致しているか確認すること 
・地図の正確さ，作図・印刷の妥当性を確認すること 
・コースの適格性(距離，競技時間，難易度，コントロー

ル位置と設置状態，偶然性の排除など)を確認するこ
と 

・リレーにおいては，コースの分割方法と組み合わせが
適切かどうか確認すること 

・コントロール位置説明が適切かどうか確認すること 
・式典が適切かどうか判断すること 
・競技への影響の可能性の観点から，報道関係者，観客

等に対する処遇を確認すること 
・運営組織，人事，会計及び競技運営全般を確認するこ

と 
34.4 インカレ開催中，イベント・アドバイザーは，⼤
会会場に常駐し，以下の任務を遂⾏する。 
・主管者に対して助⾔を与えること 
・裁定委員会の提訴に関わる審議を補佐すること 
34.5 イベント・アドバイザーは，以上の他に⾃分の裁
量で，インカレの準備と実⾏に関係ある活動を確認する。 
34.6 イベント・アドバイザーは，必要に応じて任務を
補佐する者を指名することができる。イベント・アドバ
イザー補佐は，特に，地図作成，コース，イベント，運
営組織，人事，会計，スポンサー，メディア等のうち，
イベント・アドバイザーが必要と考える分野において，
任務を補う。 
34.7 (廃⽌) 
 
第 35 条 報告 
35.1 主管者は，当該インカレ開催後 2 週間以内にイベ
ント・アドバイザーに以下のものを送付する。 
・公式成績 
・各競技部門のコース図および全コントロール図 
・その他必要と思われる資料 
35.2 イベント・アドバイザーは，当該インカレ開催後
3 カ月以内に幹事会，理事会及び技術委員会にその活動
の報告を送付する。 
35.3 主管者は，すべての要項とプログラム，⼤会報告
書を日本学連事務局に送付する。日本学連事務局は，こ
れらを資料として保存する。 
 
第 36 条 メディア・サービス 
36.1 主催者および主管者は，メディア取材者に対して，
報道するに好都合な機会を提供することが望ましい。 
36.2 主管者は，競技の公平さを損ねない限りにおいて，
メディアの報道のために最⼤限の努⼒をすることが望
ましい。 
 
第 37 条 改正 
37.1 本規則の改正は総会の議決による。 
 

第 38 条 施⾏ 
38.1 本規則は 2004 年 4 月 1 日より施⾏する。 
38.2 本規則は 2004 年 11 月 8 日より改正施⾏する。 
 

2003 年 11 月 15 日 制定 
2004 年 11 月 06 日 改正 
2005 年 11 月 07 日 改正 
2007 年 04 月 01 日 改正 
2008 年 03 月 10 日 改正 
2009 年 11 月 22 日 改正 
2015 年 03 月 09 日 改正 
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第 1 回   1979 年 3 月 4 日 東京都八王子市 

男子  ⼥子 
1 ⼩⼭ 格 早稲田 3 1:15:21  1 ⻑田 由紀 学習院⼥子短期 1 1:21:23 
2 ⼭岸 倫也 早稲田 2 1:18:17  2 井⼿ 裕子 上智 3 1:29:47 
3 清水 真一 中央 4 1:21:44  3 上野 多佳子 千葉 4 1:31:10 
4 ⾼尾 昭次 横浜国⽴ 3 1:22:52  4 出水 久子 ⻘⼭学院 4 1:35:59 
5 鈴木 規弘 東京都⽴ 4 1:24:49  5 飯島 重子 千葉 2 1:36:48 
6 安藤 尚一 東京 4 1:25:56  6 江口 理恵子 筑波 2 1:52:18 

 
第 2 回   1980 年 3 月 9 日 埼玉県滑川村・嵐⼭町 

男子  ⼥子 
1 ⼩⼭ 格 早稲田 4 1:11:45  1 飯島 重子 千葉 3 1:09:55 
2 村越 真 東京 1 1:13:39  2 井⼿ 裕子 上智 4 1:09:56 
3 ⾼尾 昭次 横浜国⽴ 4 1:16:59  3 田中 和子 都留⽂科 3 1:12:44 
4 ⻄田 伸一 京都 4 1:22:25  4 ⻑田 由紀 学習院⼥子短期 2 1:15:24 
5 ⼭岸 倫也 早稲田 3 1:24:16  5 後藤 弥生 愛知 3 1:22:13 
6 栗田 健一 横浜国⽴ 4 1:24:43  6 ⼭岸 美織 ⼤妻⼥子短期 1 1:22:28 

 
第 3 回   1981 年 3 月 7・8 日 茨城県⾼萩市・十王町 

男子  ⼥子 
1 村越 真 東京 2 1:19:21  1 ⼭岸 美織 ⼤妻⼥子短期 2 1:37:01 
2 ⼭岸 倫也 早稲田 4 1:35:13  2 飯島 重子 千葉 4 1:46:59 
3 土屋 定雄 筑波 3 1:36:29  3 千村 敦子 横浜国⽴ 2 1:48:25 
4 池田 博 横浜国⽴ 4 1:43:15  4 原沢 範子 横浜国⽴ 2 1:52:17 
5 今井 将也 上智 4 1:44:09  5 田中 和子 都留⽂科 4 1:56:58 
6 ⼭本 耕史 愛知 4 1:46:20  6 広瀬 順子 筑波 4 2:00:07 

 
第 4 回   1982 年 3 月 6・7 日 千葉県木更津市 

男子  ⼥子 
1 村越 真 東京 3 1:27:27  1 ⾕津 千恵美 筑波 3 1:09:04 
2 桜井 種生 筑波 3 1:40:14  2 中村 敬子 法政 4 1:19:22 
3 ⻫藤 和助 法政 2 1:41:30  3 村田 容子 筑波 3 1:19:33 
4 土屋 定雄 筑波 4 1:42:34  4 千村 敦子 横浜国⽴ 3 1:22:34 
5 豊島 利男 早稲田 3 1:43:20  5 ⾼島 康代 東京⼥子 2 1:27:21 
6 宮川 達哉 早稲田 1 1:43:26  6 ⾼田 智代 静岡 4 1:29:31 

 
第 5 回   1983 年 3 月 5・6 日 静岡県富⼠宮市 

男子  ⼥子 
1 村越 真 東京 4 1:16:18  1 佐藤 和恵 千葉 2 1:13:05 
2 多田 正純 筑波 4 1:29:45  2 有村 知江子 筑波 1 1:18:00 
3 宮川 達哉 早稲田 2 1:33:17  3 吉村 積子 多摩美術 2 1:19:44 
4 松島 寿 東北 3 1:35:31  4 橋本 貴子 東京 2 1:21:10 
5 赤塚 宏 京都府⽴ 3 1:38:13  5 ⻄村 ますみ 慶應義塾 2 1:22:10 
6 藤平 正敏 明治 3 1:38:16  6 提⼭ 真理 ⼭口 3 1:22:17 

 
第 6 回   1984 年 3 月 3・4 日 ⼤阪府豊能町・京都府京都市 

男子  ⼥子 
1 福島 弘幸 東京 4 1:34:26  1 角田 明子 東京農工 3 1:35:59 
2 宇佐美 俊哉 東京理科 4 1:47:24  2 新沢 祐子 筑波 3 1:39:14 
3 ⻫藤 和助 法政 4 1:49:25  3 秋⼭ 裕子 図書館情報 3 1:41:02 
4 宮川 達哉 早稲田 3 1:50:28  4 佐藤 和恵 千葉 3 1:52:19 
5 桜井 剛 横浜国⽴ 2 1:50:37  5 鶴岡 千津子 千葉 2 1:57:05 
6 吉田 勉 ⽴教 2 1:50:45  6 有村 知江子 筑波 2 1:58:29 

             
 

歴代入賞者紹介 
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第 7 回   1985 年 3 月 15〜17 日 栃木県日光市・今市市 
男子  ⼥子 
1 塙 信弘 東京 4 1:27:54  1 角田 明子 東京農工 4 1:22:18 
2 ⼤橋 晴彦 東京 4 1:28:45  2 ⻄村 ますみ 慶應義塾 4 1:25:48 
3 ⻫藤 宏顕 千葉 4 1:28:46  3 新沢 祐子 筑波 4 1:27:08 
4 今村 悟 早稲田 3 1:29:11  4 秋⼭ 裕子 図書館情報 4 1:31:54 
5 石原 誠一郎 千葉 3 1:30:52  5 鈴木 繁美 千葉 4 1:37:31 
6 宮川 達哉 早稲田 4 1:32:06  6 鶴岡 千津子 千葉 3 1:44:38 

 
第 8 回   1986 年 3 月 14〜16 日 ⻑野県駒ケ根市・⾼森町 

男子  ⼥子 
1 佐藤 信彦 東京 3 1:24:29  1 有村 知江子 筑波 4 1:01:01 
2 稲葉 英雄 名古屋 4 1:31:21  2 吉田 千登勢 お茶の水⼥子 3 1:09:11 
3 石原 誠一郎 千葉 4 1:34:10  3 ⼩林 真由美 筑波 3 1:12:12 
4 瀧川 英雄 神⼾ 3 1:34:10  4 加藤 真紀 千葉 3 1:13:16 
5 今村 悟 早稲田 4 1:34:44  5 清水 裕輝子 学習院⼥子短期 2 1:15:23 
6 ⼾田 淳 東京 3 1:35:06  6 杉村 綾 ⽴教 2 1:16:52 

 
第 9 回   1987 年 3 月 13-15 日 愛知県蒲郡市・作⼿村・下⼭村・額田町 

男子  ⼥子 
1 瀧川 英雄 神⼾ 4 1:35:16  1 原 和泉 お茶の水⼥子 4 1:14:05 
2 広江 淳良 東京 4 1:40:15  2 稲田 美穂子 筑波 4 1:17:50 
3 丸⼭ 哲史 日本体育 1 1:43:07  3 橋本 祐美子 日本⼥子 4 1:18:05 
4 竹内 藤雄 東京農工 4 1:44:36  4 吉田 千登勢 お茶の水⼥子 4 1:19:40 
5 柳沢 貴 千葉 4 1:45:51  5 米田 泰子 お茶の水⼥子 3 1:24:38 
6 泉 通博 東京 4 1:46:30  6 深田 幸子 筑波 3 1:27:05 

 
第 10 回  1988 年 3 月 11〜13 日 群馬県安中市・松井町・妙義町 

男子  ⼥子 
1 香取 伸嘉 千葉 3 1:32:35  1 深田 幸子 筑波 4 0:59:28 
2 ⼤嶽 俊秀 東京学芸 4 1:37:25  2 ⿊田 朱美 お茶の水⼥子 3 1:01:50 
3 伊藤 史朗 東京 4 1:38:35  3 ⼩久保 佐知子 お茶の水⼥子 3 1:07:02 
4 井上 修 早稲田 4 1:39:06  4 嶋田 真弓 千葉 4 1:08:14 
5 稲垣 智彦 筑波 4 1:40:17  5 ⾕口 恭子 津田塾 1 1:09:22 
6 丸⼭ 哲史 日本体育 2 1:40:40  6 阿部 今日子 専修 3 1:11:32 

 
第 11 回  1989 年 3 月 10〜12 日 奈良県奈良市・桜井市・榛原町・都祁村・室生村 

男子  ⼥子 
1 井上 健太郎 ⼤阪 4 1:31:33  1 ⿊田 朱美 お茶の水⼥子 4 1:20:05 
2 伊東 真一 筑波 4 1:34:14  2 阿部 今日子 専修 4 1:21:39 
3 前野 直樹 早稲田 4 1:34:32  3 渡辺 乃英 名城 3 1:23:44 
4 丸⼭ 哲史 日本体育 3 1:38:23  4 石川 正子 お茶の水⼥子 3 1:24:35 
5 飯塚 靖 慶應義塾 4 1:38:31  5 渡辺 祐子 東京 4 1:25:10 
6 ⽻鳥 和重 早稲田 4 1:39:33  6 田中 拓美 千葉 4 1:26:36 

 
第 12 回  1990 年 3 月 16〜18 日 埼玉県秩父市・横瀬町 

男子  ⼥子 
1 樋口 一志 早稲田 4 1:13:23  1 熊林 あゆみ 筑波 3 1:03:08 
2 ⿅島田 浩二 東京 1 1:14:15  2 平⼭ 寿美子 静岡 2 1:10:18 
3 丸⼭ 哲史 日本体育 4 1:16:03  3 石田 ⼩百合 筑波 2 1:13:04 
4 中村 弘太郎 京都 2 1:18:21  4 佐藤 尚子 静岡 2 1:13:53 
5 宇野 裕人 横浜国⽴ 3 1:20:14  5 田垣 尚美 日本⼥子 3 1:13:57 
6 菊池 正昭 東北 2 1:22:35  6 濱田 由紀 千葉 2 1:14:49 

 
第 13 回    1991 年 3 月 15〜17 日 岐⾩県中津川市・恵那市・坂下町・福岡町・川上村・⻑野県南木曽町・⼭口村 

男子  ⼥子 
1 井上 直丈 名古屋 3 1:48:55  1 ⾦子 しのぶ 横浜国⽴ 4 1:02:04 
2 中村 弘太郎 京都 3 1:50:07  2 熊林 あゆみ 筑波 4 1:02:36 
3 ⿅島田 浩二 東京 2 1:50:36  3 岡田 光代 横浜国⽴ 2 1:03:38 
4 広瀬 二郎 横浜国⽴ 4 1:52:48  4 福⼠ 淑子 千葉 3 1:04:58 
5 利光 良平 駒沢 3 1:57:17  5 田垣 尚美 日本⼥子 4 1:07:12 
6 森 一伸 東京農業 2 2:02:27  6 加納 尚子 京都⼥子 3 1:07:48 
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第 14 回  1992 年 3 月 13〜15 日 栃木県今市市・日光市 
男子  ⼥子 
1 ⿅島田 浩二 東京 3 1:13:14  1 ⼩⻄ 陽子 筑波 3 1:07:21 
2 国沢 五月 一橋 4 1:15:37  2 田島 利佳 武蔵野⼥子短期 2 1:07:45 
3 加賀屋 博⽂ 筑波 4 1:18:13  3 福⼠ 淑子 千葉 4 1:09:03 
4 中村 弘太郎 京都 4 1:18:17  4 苗村 恵子 相模⼥子 3 1:10:46 
5 菊池 正昭 東北 4 1:21:39  5 奥村 陽子 相模⼥子 3 1:11:39 
6 井上 直丈 名古屋 4 1:21:56  6 岡田 光代 横浜国⽴ 3 1:13:32 

 
第 15 回  1993 年 3 月 12〜14 日 滋賀県⼤津市・土⼭町・志賀町 

男子  ⼥子 
1 ⿅島田 浩二 東京 4 1:18:15  1 奥村 陽子 相模⼥子 4 1:00:32 
2 ⼩⻑井 信宏 京都 4 1:19:51  2 ⻑岡 理恵 千葉 4 1:01:22 
3 ⼊江 崇 東北 2 1:20:49  3 ⾦田 収子 静岡 2 1:03:15 
4 ⼩⼭ 博史 東北 4 1:22:21  4 石川 恵美子 東北 3 1:04:51 
5 ⾼橋 政明 千葉 4 1:23:32  5 渡辺 初美 日本⼥子 4 1:05:22 
6 塚本 治三 早稲田 4 1:23:08  6 中野 宏美 静岡 2 1:05:35 

 
第 16 回  1994 年 3 月 11〜13 日 群馬県渋川市・伊香保町・東村 

男子  ⼥子 
1 ⼊江 崇 東北 3 1:19:40  1 ⾦並 由香 早稲田 4 1:03:41 
2 桜井 太郎 東京 4 1:29:14  2 酒井 佳子 北海道 4 1:10:30 
3 安斎 秀樹 東北 4 1:29:19  3 ⾦田 収子 静岡 3 1:11:13 
4 松澤 俊⾏ 東北 3 1:30:14  4 志村 聡子 早稲田 3 1:12:47 
5 鈴木 卓弥 東京 4 1:31:34  5 稲村 仁美 広島 3 1:12:48 
6 白神 謙吾 京都 4 1:32:27  6 植田 佳子 広島 3 1:13:11 

 
第 17 回  1995 年 3 月 10〜12 日 静岡県富⼠市・富⼠宮市・裾野市 

男子  ⼥子 
1 ⼊江 崇 東北 4 1:22:29  1 ⾦田 収子 静岡 4 0:59:14 
2 松澤 俊⾏ 東北 4 1:24:38  2 ⼭口 純子 名古屋 3 1:01:49 
3 藤城 公久 筑波 3 1:26:43  3 志村 聡子 早稲田 4 1:04:31 
4 内田 恵司 北海道 4 1:28:01  4 三宅 朋美 津田塾 4 1:04:36 
5 ⼩林 哲 静岡 4 1:29:24  5 ⼩⼭ 由美子 筑波 3 1:06:12 
6 野田 昇作 北海道 3 1:30:07  6 林 ゆかり 筑波 3 1:06:22 

 
第 18 回  1996 年 3 月 8〜10 日 栃木県今市市・日光市 

男子  ⼥子 
1 藤城 公久 筑波 4 1:17:50  1 中村 正子 筑波 3 1:02:59 
2 ⼭口 ⼤助 千葉 2 1:19:14  2 ⼩⼭ 由美子 筑波 4 1:03:39 
3 柿並 義宏 東北 4 1:20:17  3 ⼩林 るみ子 新潟 3 1:07:04 
4 野田 健史 東北 4 1:20:47  4 ⼭本 康世 国際基督教 4 1:07:36 
5 ⼤⻄ 淳一 東京 4 1:20:55  5 原 志保子 静岡 4 1:08:40 
6 世古口 裕史 東京工業 3 1:22:30  6 片岡 由起子 筑波 4 1:08:50 

 
第 19 回  1997 年 3 月 7〜9 日 奈良県奈良市・桜井市・榛原町・都祁村 

男子  ⼥子 
1 太田 晃弘 東京 4 1:21:13  1 中村 正子 筑波 4 1:04:01 
2 寺内 亮太 東北 4 1:21:31  2 ⼩林 るみ子 新潟 4 1:08:02 
3 白⼠ 英治 東北 3 1:22:38  3 堀出 知⾥ 筑波 3 1:13:16 
4 美濃部 篤 筑波 3 1:22:39  4 丹⽻ 美智子 東北 3 1:17:14 
5 出島 秀一 東北 4 1:23:28  5 池田 祐子 北海道 4 1:17:38 
6 ⽻柴 公貴 早稲田 4 1:25:37  6 堀井 亜紀 筑波 3 1:18:11 

 
第 20 回  1998 年 3 月 6〜8 日 茨城県⾼萩市・⾥美村 

男子  ⼥子 
1 佐藤 時則 東北 4 1:23:18  1 ⾦子 恵美 東京⼥子 4 1:09:29 
2 石井 泰朗 東北 3 1:23:25  2 渡辺 円香 筑波 4 1:13:53 
3 土屋 周史 京都 4 1:23:46  3 佐々木 峰子 筑波 4 1:14:08 
4 近藤 貴⽂  東京 4 1:25:26  4 ⼤⾕ 由樹 筑波 3 1:16:19 
5 ⼩暮 喜代志 筑波 4 1:30:01  5 堀井 亜紀 筑波 4 1:16:43 
6 ⻫藤 創一 筑波 4 1:31:01  6 河野 みどり 北海道 4 1:17:53 
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第 21 回  1999 年 3 月 12〜14 日 ⼭口県⼭口市・秋芳町・美東町 
男子  ⼥子 
1 石井 泰朗 東北 4 1:13:04  1 ⼤⾕ 由樹 筑波 4 1:08:08 
2 村上 健介 筑波 4 1:13:11  2 安井 千晶 京都橘⼥子 4 1:08:24 
3 ⼩野田 雄介 東北 3 1:18:34  3 佐藤 渚 京都橘⼥子 4 1:09:35 
4 内⼭ 裕史 東京 3 1:19:06  4 塩田 美佐 筑波 2 1:12:38 
5 水嶋 孝久 静岡 4 1:20:20  5 ⼩林 啓恵 東北 2 1:13:22 
6 篠原 岳夫 筑波 3 1:20:58  6 上松 佐知子 筑波 2 1:13:59 

 
第 22 回  2000 年 3 月 10〜12 日 栃木県今市市・日光市 

男子  ⼥子 
1 ⾼橋 善徳 筑波 4 1:29:08  1 ⼩林 啓恵 東北 3 1:08:34 
2 篠原 岳夫 筑波 4 1:30:51  2 上松 佐知子 筑波 3 1:11:50 
3 ⼩野田 雄介 東北 4 1:31:23  3 塩田 美佐 筑波 3 1:15:50 
4 安井 真人 早稲田 3 1:33:06  4 番場 洋子 京都 2 1:16:29 
5 内⼭ 裕史 東京 4 1:33:11  5 近藤 寛子 国際基督教 4 1:25:06 
6 紺野 俊介 早稲田 3 1:33:22  6 深沢 博子 東京農工 4 1:26:33 

 
第 23 回  2001 年 3 月 9〜11 日 愛知県作⼿村・新城市 

男子  ⼥子 
1 安井 真人 早稲田 4 1:10:55  1 番場 洋子 京都 3 0:57:01 
2 ⾦澤 拓哉 東北 3 1:11:05  2 ⼩林 啓恵 東北 4 1:00:56 
3 紺野 俊介 早稲田 4 1:11:17  3 横江 君香 京都橘⼥子 4 1:02:20 
4 許田 重治 京都 3 1:16:44  4 上松 佐知子 筑波 4 1:03:38 
5 加藤 弘之 東京 3 1:16:44  5 塩田 美佐 筑波 4 1:04:25 
6 猪飼 雅 ⾦沢 4 1:19:53  6 池田 和香子 東北 4 1:05:13 

 
第 24 回  2002 年 3 月 8〜10 日 栃木県矢板市・塩⾕町 

男子  ⼥子 
1 ⼩泉 成⾏ 筑波 4 1:11:34  1 番場 洋子 京都 4 1:05:24 
2 許田 重治 京都 4 1:14:06  2 宮内 佐季子 京都 1 1:05:37 
3 ⾦澤 拓哉 東北 4 1:14:16  3 石川 裕理 京都 3 1:13:16 
4 ⼤嶋 真謙 北海道 4 1:14:35  4 ⼤塚 泰恵 ⾦沢 2 1:17:42 
5 ⻘木 博人 東京 2 1:16:30  5 ⼭本 真美 東京⼥子 4 1:23:20 
6 佐々木 良宣 筑波 3 1:18:16  6 ⾼橋 ひろみ 慶應義塾 4 1:24:10 

 
第 25 回  2003 年 3 月 7〜9 日 愛知県東加茂郡下⼭村 

男子  ⼥子 
1 禅洲 拓 東北 4 1:24:47  1 宮内 佐季子 京都 2 1:09:56 
2 ⻄尾 信寛 京都 4 1:25:51  2 石川 裕理 京都 4 1:11:25 
3 吉田 武生 京都 3 1:25:55  3 ⿊河 幸子 筑波 4 1:16:38 
4 ⼩熊 武彦 東京 3 1:28:49  4 姫野 祐子 東北 3 1:20:24 
5 浜田 尚 東北 2 1:29:19  5 田島 聖子 東京⼥子 4 1:20:27 
6 李 敬史 静岡 3 1:29:22  6 花木 睦子 千葉 2 1:27:53 

 
第 26 回  2004 年 3 月 12〜14 日 三重県名張市・名賀郡⻘⼭町 

男子  ⼥子 
1 寺垣内 航 早稲田 4 1:06:16  1 姫野 祐子 東北 4 0:58:51 
2 久野 雄介 東京 4 1:08:24  2 ⾼野 麻記子 筑波 4 1:00:54 
3 櫻本 信一郎 東北 4 1:09:35  3 浅井 千穂 京都 4 1:00:57 
4 新宅 有太 京都 4 1:10:56  4 皆川 美紀子 東京農工 4 1:02:51 
5 吉田 武生 京都 4 1:11:06  5 桑野 ⽂ 京都橘⼥子 3 1:07:13 
6 ⼭下 智之 東京農工 3 1:11:13  6 若木 まりも 京都 4 1:08:45 

 
第 27 回  2004 年 11 月 7 日 愛知県東加茂郡下⼭村・額田郡額田町 

男子  ⼥子 
1 坂本 貴史 筑波 4 1:22:57  1 原 直子 東京⼥子 3 1:05:43 
2 ⾼橋 雄哉 図書館情報 3 1:23:07  2 朴峠 周子 日本⼥子 3 1:13:54 
3 前田 裕太 東京工業 4 1:24:41  3 峯村 綾香 奈良⼥子 3 1:16:06 
4 後藤 ⼤輔 東北 3 1:26:13  4 志度 裕子 東京農工 3 1:19:33 
5 ⼩野田 剛太 京都 4 1:27:04  5 桑野 ⽂ 京都橘⼥子 4 1:20:30 
6 ⼭下 智之 東京農工 4 1:27:10  6 塚八 ゆかり 京都橘⼥子 4 1:21:16 
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第 28 回  2005 年 11 月 6 日 愛知県新城市 
男子  ⼥子 
1 ⾼橋 雄哉 図書館情報 4 1:19:52  1 原 直子 東京⼥子 4 1:05:00 
2 後藤 ⼤輔 東北 4 1:23:10  2 朴峠 周子 日本⼥子 4 1:05:57 
3 ⼤⻄ 康平 京都 3 1:23:49  3 築⼭ 絢 早稲田 4 1:07:00 
4 ⼭崎 貴彦 東京 3 1:25:16  4 森澤 寿理 奈良⼥子 4 1:07:20 
5 ⼩林 隆昭 千葉 4 1:25:34  5 志度 裕子 東京農工 4 1:08:43 
6 永井 亮 東北 3 1:26:07  6 橋本 陽子 日本⼥子 4 1:10:57 

 
第 29 回  2006 年 9 月 17 日 ⻑野県駒ケ根市 

男子  ⼥子 
1 茂木 堯彦 東京 3 1:22:14  1 米⾕ 法子 東京農工 4 1:04:13 
2 ⼤⻄ 康平 京都 4 1:24:17  2 中島 亜香音 静岡 4 1:08:12 
3 ⻄村 徳真 京都 3 1:25:18  3 幸村 和美 岩⼿ 4 1:12:25 
4 藤沼 崇 新潟 4 1:27:18  4 井⼿ 恵理子 日本⼥子 3 1:12:28 
5 津國 真敏 京都 4 1:27:43  5 臼倉 由紀 岩⼿ 3 1:15:16 
6 杉⼭ 尚徳 東北 3 1:28:59  6 阿部 ゆかり 東北 2 1:17:15 

 
第 30 回  2007 年 11 月 11 日 栃木県日光市 

男子  ⼥子 
1 日下 雅広 東北 3 1:25:06  1 関⾕ 麻⾥絵 京都 3 1:02:46 
2 ⻄村 徳真 京都 4 1:25:30  2 千葉 妙 筑波 4 1:12:06 
3 茂木 堯彦 東京 4 1:26:51  3 稲葉 茜 筑波 4 1:14:14 
4 ⻑縄 知晃 東北 4 1:27:04  4 井⼿ 恵理子 日本⼥子 4 1:14:33 
5 ⼩⼭ 温史 東京工業 4 1:27:18  5 笠原 綾 日本⼥子 4 1:14:47 
6 林 泰斗 東北 4 1:28:15  6 松永 真澄 日本⼥子 3 1:17:13 

 
第 31 回  2008 年 11 月 2 日 愛知県新城市 

男子  ⼥子 
1 日下 雅広 東北 4 1:15:07  1 関⾕ 麻⾥絵 京都 4 1:05:25 
2 崎田 孝⽂ 名古屋 4 1:15:36  2 阿部 ゆかり 東北 4 1:07:53 
3 林 城仁 東京 4 1:18:32  3 松永 真澄 日本⼥子 4 1:09:42 
4 太田 貴⼤ 東北 4 1:21:00  4 永田 有佳⾥ 相模⼥子 3 1:15:16 
5 久米 航 東北 4 1:22:45  5 柴田 彩名 椙⼭⼥学園 2 1:18:08 
6 片岡 裕太郎 名古屋 3 1:24:17  6 後藤 未妃 宮城学院⼥子 3 1:19:35 

 
第 32 回  2009 年 11 月 22 日 栃木県矢板市 

男子  ⼥子 
1 ⼩林 遼 東京 3 1:19:12  1 ⾼野 美春 十⽂字学園⼥子 3 1:01:53 
2 岡本 将志 早稲田 3 1:22:04  2 ⼭本 紗穏⾥ 筑波 3 1:08:06 
3 林 真一 名古屋 4 1:22:19  3 田村 蓉子 東京工業 2 1:08:16 
4 片岡 裕太郎 名古屋 4 1:23:00  4 星野 智子 津田塾 2 1:08:25 
5 ⾕川 友太 名古屋 4 1:23:10  5 柴田 彩名 椙⼭⼥学園 3 1:08:55 
6 神⾕ 泰介 筑波 4 1:24:23  6 新井 宏美 新潟 3 1:09:14 

 
第 33 回  2010 年 11 月 21 日 奈良県宇陀市・桜井市 

男子  ⼥子 
  競技不成⽴     競技不成⽴  
         

 
第 33 回再競技 2011 年 2 月 5 日 栃木県日光市 

男子  ⼥子 
1 ⼩林 遼 東京 4 1:15:23  1 ⾼野 美春 十⽂字学園⼥子 4 1:14:33 
2 結城 克哉 東京 2 1:15:35  2 新井 宏美 新潟 4 1:15:24 
3 ⼭上 ⼤智 東京 4 1:15:40  3 水野 日香⾥ 椙⼭⼥学園 4 1:18:17 
4 松井 健哉 名古屋 4 1:21:09  4 佐野 まどか 東北 3 1:18:17 
5 三⾕ 洋介 東京 2 1:23:09  5 柴田 彩名 椙⼭⼥学園 4 1:22:18 
6 矢野 貴裕 東京 4 1:23:32  6 田代 祐香⾥ 日本⼥子 4 1:22:47 
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第 34 回  2011 年 11 月 6 日 ⻑野県松本市 
男子  ⼥子 
1 結城 克哉 東京 3 1:30:21  1 ⾼橋 美誉 岩⼿ 2 1:07:24 
2 ⽴川 悠平 新潟 4 1:33:52  2 芦澤 咲子 相模⼥子 3 1:10:48 
3 関 淳 東北 2 1:35:31  3 沢田 慧 東北 2 1:12:41 
4 野本 圭介 筑波 1 1:38:03  4 畠⼭ 真紀 岩⼿ 3 1:15:37 
5 田邉 拓也 東北 4 1:38:41  5 ⼤河内 恵美 横浜市⽴ 2 1:16:25 
6 中村 憲 東北 3 1:38:49  6 堀口 奈保 東北 2 1:16:50 

 
第 35 回  2012 年 12 月 2 日 静岡県富⼠市 

男子  ⼥子 
1 結城 克哉 東京 4 1:01:05  1 稲⽑ 日菜子 お茶の水⼥子 2 0:48:33 
2 真保 陽一 東京 3 1:01:06  2 宮川 早穂 ⽴教 1 0:53:24 
3 尾崎 弘和 早稲田 2 1:01:14  3 田中 千晶 お茶の水⼥子 3 0:57:23 
4 福井 直樹 ⼤阪 3 1:05:32  4 芦澤 咲子 相模⼥子 4 1:00:04 
5 宮⻄ 優太郎 東北 1 1:06:32  5 ⼤河内 恵美 横浜市⽴ 3 1:01:38 
6 堀江 悟 名古屋 3 1:06:46  6 ⾼橋 美誉 岩⼿ 3 1:02:31 

 
第 36 回  2013 年 10 月 13 日 静岡県富⼠市 

男子  ⼥子 
1 尾崎 弘和 早稲田 3 1:18:17  1 稲⽑ 日菜子 お茶の水⼥子 3 0:58:37 
2 菅野 敬雅 東北 4 1:22:06  2 ⾼橋 美誉 岩⼿ 4 1:07:39 
3 真保 陽一 東京 4 1:22:52  3 ⼤河内 恵美 横浜市⽴ 4 1:17:26 
4 杉村 俊輔 東北 3 1:24:26  4 横⼭ 理恵 ⾦沢 4 1:18:03 
5 深田 恒 東京 2 1:24:37  5 伊東 瑠実子 東京 2 1:19:40 
6 福井 悠太 東京 2 1:25:15  6 守屋 舞香 椙⼭⼥学園 2 1:25:03 

 
第 37 回  2014 年 10 月 12 日 福井県あわら市 

男子  ⼥子 
1 松下 睦生 京都 4 1:16:24  1 稲⽑ 日菜子 お茶の水⼥子 4 1:01:55 
2 糸賀 翔⼤ 東京 4 1:20:48  2 宮川 早穂 ⽴教 3 1:08:13 
3 深田 恒 東京 3 1:22:03  3 伊東 瑠実子 東京 3 1:18:24 
4 福井 悠太 東京 3 1:23:29  4 五味 あずさ ⾦沢 3 1:28:58 
5 尾崎 弘和 早稲田 4 1:25:26  5 増田 七彩 東京 2 1:34:51 
6 嶋岡 雅浩 名古屋 4 1:25:53  6 宮田 優花 筑波 3 1:35:26 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 











目指せ頂点!駆け抜けろ!!
青葉会一同より 愛をこめて
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さわるなキケン！ 綺麗なバラには棘がある！ 可愛い見た目に騙されるな！
新井梨子 本間実季 針生佳奈 三好花奈
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笑顔がキュートな癒し系
棘もないカンペキ女子

長谷川真子

漢
の
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の
漢小

松
栄
輝

小林隆嗣



さぁ、今こそ努力を形にする時！ＯＬＫ一丸となって、選
手とともに頑張ろう！

4期 大橋晴彦

舞台があるから、努力も出来る。

スポットライトは１人１人にあたっている。

苦しい準備も、主役のあなたが輝くため。

ファイト！

5期 大里真里子

レースは自分のために、結果は皆のために、

全力で次のポストを目指せ！
27期 茂木堯彦

競技も応援もめいっぱいやりきって、思い出に残るインカ
レを！

30期 小林遼

インカレは楽しんだもの勝ちです。

スプリント・ロングともに悔いのないように！

一瞬一瞬を大事にしてください。応援してます！

30期 寺岡倫子

インカレという素晴らしい舞台、

１つ１つのレッグを大切にして、

最後まで力を尽くしてください！

30期 山上大智

自分を信じて、楽しく、走りきってください！

31期 春名敦子

どんなに辛くても、最後の1レッグまで気を抜かず、

全力を尽くしてください！応援してます。

31期 星野智子

人それぞれオリエンへの向き合い方は違うと思いますが、
インカレへの想いは共有してください！それができるの
がOLKの強みだと思います。熱い走りが見られるのを期
待しています。

32期 宇川裕亮

輝く汗！！
輝く笑顔！！！
輝くOLK！！！

32期 小泉佳織

不安になったら立ち止まって地図読んで考えて，

自信をもってから走りましょう。
32期 燧暁彦

ミスしても、足が重くなっても、最後まで諦めずに

走り切ってください。

32期 堀田遼

年に2回しかないインカレの舞台だから、1回1回を大切
に、全力で楽しめ！ゴールは笑顔で！

32期 三谷洋介

一OBとして、OLKの笑顔のインカレになるように願ってい
ます。一運営者として、自分にできる最高のコースと舞
台を用意してお待ちしています。Enjoy your 
orienteering!!

32期 結城克哉

珠玉の一頁を自分のインカレ史に挿めるように、ベスト
を尽くして下さい！

33期 石野夏幹

これまで積み上げて来た練習、努力、そして自分を信じ
て、自分のできる、やるべきことを淡々と。良い結果を期
待してます。

33期 真保陽一

自分の努力を信じて、最後まで全力で走り切ってくださ
い！記憶に残る良いレースになることを期待してます！

33期 鈴木良広

最後まで諦めない人が勝者！小平チーム応援してます

33期 細淵晃平

肩の力を抜いて、自分らしいレースをしよう。結果は自ず
とついてくる。

33期 山本淳史

最高の舞台で走れる現役生がうらやましいです。目一杯
楽しんできてください。前のやつらを抜きまくれ！

34期 糸賀翔大

ラスポゴールまで全力で！みんなの健闘を祈ってます。

34期 稲毛日菜子

全てを出し尽くして最高に楽しい2日間にしてください！

34期 岩田健太郎

焦らず、自分で立てた目標に忠実に。

34期 岩尾朋洋

ラスポゴールまで全力を出して走り抜けてください！そし
て、思い残すことのない最高のロングに！！

34期 榎本梨乃

せっかくの遠征、数少ないインカレの1回です。楽しんで
きてください。

34期 太田晶久

好きなようにやってきてください。応援しています。

34期 久保田雄起

初志貫徹。良い結果を期待してます。

34期 小島拓也

初めての人も最後の人も中間な人もロング全力で楽しん
でくださ～い！

もんじっこ応援してるよ！

34期 佐藤望

みんながんばれ！ロングの雰囲気楽しんでください^_^
小平のみんな、応援してるよ～

34期 田村美香

精根使い果たしてください！

衣川森木島、出しきれ！

34期 田森宥好

熱く、前へ

34期 長友悠

インカレの舞台に立てていることに感謝して、怪我のな
いように頑張ってください。ひっそりとOLKを応援してま
す！

34期 蜂須賀久晴

OLKの底力を見せてやってください！

応援しています！

34期 林俊太

万全の状態でスタートを迎えること！

あとはオリエンテーリングを、インカレを楽しんでください。

34期 平木達也

女子の皆さん怪我なく綺麗に帰ってきてね！応援してま
す！

34期 本間安莉

大学とOLKと自分のために最後までねばってください。
応援しています。

34期 山口遼子

全力で、楽しく、笑顔で走ってきてください！いつも通り
に～！応援してます！

34期 横戸歩美

頑張れ!
東大OLK!!

杏友会一同





ガッツ出せ 自然06 石松純

レース前に結果はほとんど決まっています。
ジタバタしないでしっかり受け止めてきてください。

自然98 小泉成行

どんな試練も最後までやり抜く！ 社工11 野本圭介

強い筑波を見せつけろ！ 地球11 松井俊一

準備万端かい？
焦らずに一つひとつの手続きを確実に。 自然04 千葉妙

筑波大学オリエンテーリングOB会桐嶺会一同

田中 基成

直井 萌香

小林 大悟

山岸 夏希

増山 晴菜

宮田 優花

河渡 智史





大会公式マスコット紹介 
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発⾏⽇︓2015 年 9 月 20 ⽇ 
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スプリント マスコットキャラクター 
 
●名前 

ふじみ鳥 
●特徴 

燃えるアタック（必殺技） 
ミスって諦めない不屈の⼼ 

・温泉⼤好き 
・富⼠⾒町に住んでいる 

ロング マスコットキャラクター 
 
●名前 

じみーくん 
●特徴 

温泉⼤好き 
富⼠⾒町に住んでいる 

マスコットキャラクター寄贈︓⼩⼭ 睦子 殿 

 

 


