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日光市長 斎藤 文夫 

 

2017年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミ

ドル・ディスタンス、リレー競技部門が、全国各地から

多数の選手・役員の皆様をお迎えして、日光市を会場に

盛大に開催されますことは誠に喜ばしく、開催地の市長

として心から歓迎を申し上げます。 

日光市はご存知のとおり、日光国立公園の中心に位置

し、国際観光都市として、その名を内外に知られており

ます。日光東照宮をはじめとする「日光の寺社」は、世

界の貴重な文化遺産としてユネスコの「世界遺産」に登

録されています。他にも、「日本三大名瀑」の一つであ

る華厳の滝、広大な中禅寺湖や戦場ヶ原をはじめとする

雄大な自然を有し、日本を代表する自然景勝地の一つに

数えられています。また、鬼怒川・川治温泉、奥日光湯

元温泉、湯西川・川俣・奥鬼怒温泉郷など豊富な温泉も

ございます。この機会に、こうした日光市の魅力にも触

れていただければ幸いです。 

選手の皆様には、日頃の鍛錬を十分に発揮し競技に臨

んでいただき、思い出に残る大会となりますことをご祈

念申し上げます。 

結びに、本大会の開催にあたり、ご尽力いただきまし

た日本学生オリエンテーリング選手権大会実行委員会

をはじめとする関係者の皆様方に深く感謝と敬意を表

しますとともに、本大会のご成功と益々のご発展をご祈

念申し上げまして、歓迎の言葉といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本学生オリエンテーリング連盟会長 河合 利幸 

 

1979年3月の第1回以来、春開催のインカレとしては

40回目を迎えます。節目といえる大会ですが、日光では

既に8回目、特に何か目新しいことを盛り込むつもりは

なく粛々と準備を進めるとのこと。第1回当時は学生の

全国組織もなく、団体戦は個人戦の合計タイム(第6回ま

で)、私の記憶に間違いがなければその個人戦も通過証

明はクレヨン(第2回からは針式パンチ)という、今とな

っては考えられないものでした。現在は競技種目も4つ

に増えていますが、最も大事なことは何か。それはいう

までもなく、インカレを毎年開催するということ。トラ

ブルや中止の危機は何度もありました。そのたびに、と

きにはウルトラC級の裏技を使ってでも危機を回避して

きました。そして、日光のテレインがこの「継続」に果

たした役割は大きい。目新しさを追求するあまり、運営

負担が大きくなっては続けられません。今回も、最少の

労力と万全の準備で最善の結果が得られることを願い

ます。 

一方、運営の準備が万全でも、参加者がいないと話に

なりません。一時期は500人を割っていた参加者数も、

最近は800人程度で推移しています。単に多ければよい

というわけではないですが、増加が頭打ちになってきて

いることを考えると、少なくとも減らさないようにする

必要があります。学連加盟校数を増やすことも必要でし

ょう。それには新歓が大事ですが、インカレの経験が新

歓の動機になる。すなわち、インカレなくして学連なし、

学連なくしてインカレなしなのです。そして、学生の競

技者が減れば、日本のオリエンテーリング界全体が立ち

行かなくなります。 

堅い話になってしまい、恐縮です。参加者の皆さんに

はとにかく、用意された目の前の舞台を大いに楽しんで

いただきたいと思います。 

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とその関係者の皆さん、

ご苦労様でした。地元関係者の皆様には、いつものこと

ながら様々な面で多大なる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。 
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日本学生オリエンテーリング連盟幹事長 

瀬川 出 

 

 

 

春インカレでは、よりシビアにスピードとオリエンテ

ーリングの質が効いてくるミドル競技、そしてインカレ

唯一の団体戦であるリレー競技が行われます。ミドルは

本年度最後の個人レース、集大成のレースとして、それ

ぞれの実力をいかんなく発揮できるよう準備していき

ましょう。また、リレーには特に思い入れの強い人も多

いのではないでしょうか。いかに仲間を信頼できる1年

間を過ごしてきたのか。いかにチーム内で高めあってき

たのか。その総決算の舞台となります。 

また競技だけではなく、スタート発表が行われる開会

式や後夜祭など、秋インカレとまた違った盛り上がり方

を楽しみにしている人も多いかと思います。どのような

形であっても「インカレは楽しんだもの勝ち」、それぞ

れにとっていいインカレとなることを願っています。 

4年生にとっては、「もう」そして「やっと」、最後の

インカレです。4年生がそれぞれなりに、4年間積み上げ

てきた自分の思い、高めてきた技術を、絶対に負けたく

ないライバルと全てぶつけあい、「一番楽しかったイン

カレになった」と最後に言えるといいですね。また、1、

2、3年生にとっては、このインカレが、4年生と学生と

して戦える最後の戦いになります。勝ち逃げされないよ

うに、全力でぶつかってきてください。 

最後になりましたが、本大会の開催にあたって尽力し

てくださっているインカレ実行委員の皆様、ご理解ご協

力を頂いている地元の皆様、その他大会に関わってくだ

さっているすべての皆様に、学生を代表して厚く御礼申

し上げ、日本学連幹事長の挨拶といたします。 

 

 

 

 

 

 

2017年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 

ミドル・ディスタンス、リレー競技部門 

実行委員長 柳川 梓 

 

 

2017年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミ

ドル・ディスタンス、リレー競技部門 に向け、学生の

皆様は様々な思いを胸に、日々準備に取り組んでいるこ

とかと思います。11月のインカレスプリント、ロングに

負けず劣らず熱い2日間となることを期待致します。  

本大会はその年の集大成となる大会です。私自身、1

年目のインカレで感じた思いが、今日に至るオリエンテ

ーリング競技の支えとなっており、今こうして実行委員

会としてインカレを運営するモチベーションとなって

おります。オリエンテーリングに真剣に向き合うきっか

けとなる、そんな大会になれば実行委員会としても嬉し

い限りです。  

さて、日本学生オリエンテーリング選手権大会ミド

ル・ディスタンス、リレー競技部門は、今年で40回目を

迎えます。節目となる本大会は皆様にとっても印象深い

大会となるでしょう。 

皆様が輝ける舞台は、整っています。選手権クラスを

走る学生は、一般クラスを走る学生にエリートとしての

走りを魅せつけ、その名を歴史に刻んで下さい。会場で

待つ学生は、学校を代表する選手を全力で応援して下さ

い。本大会に参加する全ての学生がご自身のレースに集

中し、今年度一番のレースが出来るよう、実行委員会は

全力でサポート致します。大会当日、皆様の晴れやかな

笑顔が見られることを楽しみにしております。  

最後になりましたが、このような素晴らしいテレイン

にて大会を開催できる運びとなりましたのは、ひとえに

日光市瀬尾地区、高畑地区、所野地区の皆様並びに、各

ご関係者様のご理解とご支援あってのことと、実行委員

会を代表しまして厚く御礼申し上げます。 
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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『ミドル・ディス

タンス競技部門、リレー競技部門』（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一般の方を対象とした併設大会についても、本大会と同時に開催します。

併設大会の詳細については、併設大会の要項およびプログラム 

（http://www.orienteering.com/~icmr2017/heisetsu.html）をご覧ください。 
 

1.2 略称、呼称 

要項3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 

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 

JSCD2008 コントロール位置説明仕様 Japan Specification for Control Descriptions 

JSOM2007 
日本オリエンテーリング地図図式規程 

Japan Specification for Orienteering Maps 

ISOM2017 International Specification for Orienteering Maps 2017 

組織 日本学連 日本学生オリエンテーリング連盟 

競技部門・ 

クラス 

ミドル 個人ミドル・ディスタンス競技部門（3月10日(土)に行う競技） 

リレー 3名のリレー競技部門（3月11日(日)に行う競技） 

選手権の部 
インカレ実施規則第2.1項に定められた 

ミドル・ディスタンス競技部門、リレー競技部門 

一般の部 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 
 

1.3 用語説明 

要項3では、競技に関して以下の用語を使用することがあります。 
 

用語 意味 

リフトアップ 

スタート 

スタートユニットからe-cardを離して出走するスタート方式 

（本大会のミドルで採用している方式） 

リスタート リレーで一定時間以上遅れたチームに対して行う繰上げスタート 

パンチング 

フィニッシュ 

計時線通過時をフィニッシュタイムとする方式とは異なり、フィニッシュを示

すユニットにて記録した時刻を正式なフィニッシュタイムとする方式 

 

 
はじめに 1 

http://www.orienteering.com/~icmr2017/heisetsu.html
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2.1 3月9日(金) 開会式、モデルイベント 
 

時刻 内容 場所 

9:00 開会式会場 開場 日光総合会館 

9:30～ 競技関連質問用紙配布 日光総合会館 

10:00～ ミドルスタート時刻発表 日光総合会館 

10:50～11:20 開会式 日光総合会館 

11:20～11:50 テクニカルミーティング 日光総合会館 

11:50～12:20 競技関連質問用紙提出期間 日光総合会館 

11:50～13:00 大会受付(配布物受取、各種変更受付) 日光総合会館 

12:00～13:30 開会式会場→モデルイベント会場 バス運行 日光総合会館 

12:30～15:00 モデルイベント(受付終了14:30) 所野コミュニティセンター 

12:40～13:00 代表者ミーティング 日光総合会館 

13:30 開会式会場 閉場 日光総合会館 

15:00～16:00 モデルイベント会場→選手村 バス運行 所野コミュニティセンター 

 

2.2 3月10日(土) ミドル・ディスタンス競技部門 
 

時刻 内容 場所 

7:35 選手村→競技会場/選手権の部待機所 バス運行開始 各バスストップ 

8:00 競技会場 開場 高畑運動広場 

9:15 一般の部:競技開始  

9:30 選手権の部:待機所開場 待機所 

11:00 一般の部:スタート閉鎖  

11:30 弁当配布 高畑運動広場 

11:40 選手権の部:競技開始  

12:00 一般の部:フィニッシュ閉鎖 高畑運動広場 

13:00 競技会場→選手村 バス運行開始  

14:00 選手権の部:スタート閉鎖  

14:45～15:30 表彰式 高畑運動広場 

15:26 選手権の部:フィニッシュ閉鎖 高畑運動広場 

15:30～16:00 写真撮影スペース開放 高畑運動広場 

16:00 リレーオーダー受付期限  

16:00 オフィシャルレース受付期限 大会受付 

15:30～16:00 代表者ミーティング 大会本部前 

16:15 競技会場 閉場 高畑運動広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
タイムテーブル 2 
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2.3 3月11日(日) リレー競技部門 
 

時刻 内容 場所 

7:35～ 選手村→競技会場 バス運行開始 各バスストップ 

8:00 競技会場 開場 高畑運動広場 

8:00～8:40 一般の部:地図配布 大会受付 

8:30 MER:選手変更・欠場受付期限 大会受付 

8:40 WER:選手変更・欠場受付期限 大会受付 

8:40 一般の部:選手変更・欠場受付期限 大会受付 

8:40～8:50 選手権の部:地図置き場確認 地図置き場 

9:00 デモンストレーション 高畑運動広場 

9:30 MER:競技開始  

9:40 WER:競技開始  

9:50 MUR:競技開始  

10:00 WUR/XUR/MUS/WUS:競技開始  

11:30 弁当配布 大会受付 

11:30 MUS/WUS:フィニッシュ閉鎖 高畑運動広場 

12:50 選手権の部:リスタート 高畑運動広場 

13:00 一般の部:リスタート 高畑運動広場 

13:00 地図返却・販売・配布開始 大会受付 

13:20 オフィシャルレース:競技開始  

13:50 オフィシャルレース:フィニッシュ閉鎖 高畑運動広場 

14:00～15:00 表彰式 高畑運動広場 

14:20 MUR:フィニッシュ閉鎖 高畑運動広場 

14:30 MER/WUR/XUR:フィニッシュ閉鎖 高畑運動広場 

14:40 WER:フィニッシュ閉鎖 高畑運動広場 

15:00 レンタルe-card返却期限 大会受付 

15:00 
競技会場→後夜祭会場 バス運行開始 

競技会場→駅・選手村 バス運行開始 

 

15:00～15:30 閉会式 高畑運動広場 

15:30～16:00 写真撮影スペース開放 高畑運動広場 
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3.1 主管の連絡先 

主管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e-mailで連絡

してください。 
 

▼大会期間中:3月9日(金) ～ 11日(日) 

運営責任者:多比羅 大 

TEL: 080 - 5361 – 9939 

e-mail: icmr2017info@googlegroups.com (電話がつながらないときはご利用ください) 
 

▼大会期間外 

▽エントリー関連 

エントリー担当:長友 悠 e-mail: icmr2017entry@googlegroups.com 

▽エントリー以外の内容 

実行委員長:柳川 梓  e-mail: icmr2017info@googlegroups.com 
 

3.2 大会公式Webサイト 

http://www.orienteering.com/~icmr2017/ 
 

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。全文は42ページ以降に掲載しています。

ただし、各競技部門において以下の条項を不適

用条項とします。 
 

▼不適用条項 

・第19条『地図上でのコースの表記』 1項 
 
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)。 

(以下略) 
 

▼変更内容 

 縮尺1:10,000の地図図式にISOM2017を用

いるため、オリエンテーリングの開始地点を

示す正三角形は1辺9mm、コントロールを示

す円は直径7.5mm、フィニッシュを示す2重

同心円は直径6mmと9mmを用います。 
 

3.4 トレーニングテレイン 

▼推奨テレイン 

栃木県日光市『日光所野』（2013年日本学連作成） 

※JSOM2007での作図となっています。 

 

 

 

 

 

 

3.5 立入禁止区域 

参加者および観戦を予定している者は本大会

終了までの期間、以下の立入禁止区域へのオリ

エンテーリング目的での立入を禁止します。隣

接する道路の利用は妨げません。 

 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 

・栃木県日光市『不動の滝』(2005年日本学連作成） 

※ただし、「不動の滝(北)」の範囲は除きます。 

・栃木県日光市『日光愛宕山』 

(2013年日本学連作成) 

 

 

 

 

 

 
大会全般 3 

mailto:icmr2017info@googlegroups.com
mailto:icmr2017entry@googlegroups.com
mailto:icmr2017info@googlegroups.com
http://www.orienteering.com/~icmr2017/
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3.6 過去の気象情報 

本大会が開催される3月9日(金)から3月11日(日)の、栃木県日光市周辺における過去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、この観測地点から北へ約3 km、標高が0～50 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 

2013年 

（平成25年） 

3月09日 21.9 4.9 12.3 10.5 2.0 2.2 

3月10日 18.5 0.5 7.1 7.7 0.0 2.5 

3月11日 8.4 -2.2 1.7 10.9 0.0 1.6 

2014年 
（平成26年） 

3月09日 7.3 -5.4 0.8 8.8 0.0 1.5 

3月10日 3.4 -3.4 -0.5 7.1 0.0 1.4 

3月11日 7.0 -6.3 0.3 10.9 0.0 1.5 

2015年 

（平成27年） 

3月09日 8.5 4.9 6.7 0.0 23.5 1.1 

3月10日 9.5 -3.2 4.1 9.3 6.0 2.6 

3月11日 6.7 -1.7 2.0 7.9 0.0 2.6 

2016年 
（平成28年） 

3月09日 10.5 0.1 4.5 0.0 18.0 1.0] 

3月10日 5.6 0.2 2.4 0.0 5.5 1.2] 

3月11日 2.9 -0.1 0.9 0.0 4.5 0.9] 

2017年 

（平成29年） 

3月09日 10.8 -3.8 3.0 8.5 0.0 1.6 

3月10日 9.6 -2.3 2.7 7.2 0.0 1.4 

3月11日 9.1 -4.0 2.2 6.9 0.0 1.2 
 

3.7 傷害保険 

本大会では傷害保険に加入しています。この

保険は3月９日(金)の開会式～11日(日)の閉会

式の期間に適用されます。 

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。治療を

受けた場合は、30日以内に下記問合せ先まで連

絡をしてください。 
 

・死亡、後遺障害:260万円 

・入院:3,000円/日（180日限度） 

・通院:1,500円/日 

（事故の日から180日以内で90日限度） 
 

この傷害保険についての問合せ・保険の請求

等については、日本旅行までご連絡ください。

連絡先は以下の通りです。 
 

▼傷害保険問い合わせ先 

日本旅行長岡営業所 小林 

（大会期間中は競技会場内に駐在しています） 

〒940-0064 新潟県長岡市殿町1-3-3清水ビル2階 

TEL:0258 - 31 - 8655 FAX:0258 - 31 - 8656 

大会中携帯電話:080 - 3434 - 9621 

e-mail: hirofumi_kobayashi    nta.co.jp 
 
遠隔地の参加者は本大会開催地までの移動が

長距離になるため、往復時の事故に備えるため

に各自で国内旅行保険（500～1,000円程度で

各旅行会社・保険会社で取り扱っている）をか

けておくことを推奨します。 

また、万一に備え、健康保険証のコピーを持

参しておいてください。 

3.8 キャンセルによる返金 

宿泊費、輸送費、保険料等については、キャ

ンセルによる返金に応じます。返金手続きの方

法は、大会公式Webサイト内にある「申込の手

引き」をご覧ください。 

キャンセル負担金は、以下の通りです。主管

を通じて日本旅行がキャンセルを受理した日付

をもとに算出します。 
 

キャンセル日 負担金 

～2月16日(金) 4,500円 

～3月1日(木) 8,500円 

～3月7日(水) 宿泊輸送費の50%  

3月8日(木)～ 宿泊輸送費の100% 
 

3.9 忘れ物 

本大会の忘れ物は、大会終了後約1ヶ月間保

管します。忘れ物の情報は、大会公式Webサイ

トにてお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼観測地点 

栃木県 今市 

北緯 36 度 43.6 分 

東経 139 度 40.6 分 

 

▼参考情報 

気象庁ホームページの 

気象統計情報 

http://www.data.jm

a.go.jp/obd/stats/e

trn/index.php 

＠

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
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3.10 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、主管

や報道機関等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。 
 

▼競技会場アクセスに関する注意 

3月10日(土)、11日(日)の選手村と競技会場

およびミドル選手権の部スタート待機所の往復

の際は、必ず大会専用バスを利用してください。 
 

▼各種通信機器の使用に関する注意 

競技の公平性担保のため、選手権の部出走者

およびチームオフィシャルはミドル当日におい

て、選手権の部スタート待機所に向かう大会専

用バス、スタート待機所内およびスタート地区

での携帯電話、スマートフォン、スマートウォ

ッチ等各種通信機器の使用を禁止します。競技

会場での使用は妨げません。 
 

▼GPS機器の使用に関する注意 

GPSによる位置情報ログの取得が可能な時計

等の通信機器について、競技を補助する目的で

の使用を禁止します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼その他の注意 

・テレイン内には民家、畑、宿泊施設等が存在

します。スポーツマンシップにのっとり、マ

ナーを徹底して行動してください。 

・テレイン内（競技会場含む）には要項に記載

されている立入禁止区域内の地図およびそれ

に類するもの（O-Map、行政図、コピー、写

真、イラストなど）の持込を禁止します。 

・テレイン内での火気の使用、飲酒は禁止しま

す。 

・競技会場内では危険防止のため競技時以外に

走らないようにしてください。特に、応援時

に競技会場内を走り回ることを固く禁止しま

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。 

・参加者が自分自身あるいは第三者へ与えた損

傷、損害、損失について、主催、主管はその

責任を負いません。 
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本章では、各会場までのアクセスマップ、および3月9日(金)の交通について記載します。3月10

日(土)以降の選手村～競技会場のバス輸送については「5章 宿泊・輸送」をご覧ください。 
 

4.1 会場一覧 

開会式  :日光総合会館(日光市安川町2-47) 

モデルイベント :所野コミュニティセンター(日光市所野2832-2) 

競技会場  :高畑運動広場(日光市瀬尾2010)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選手村との位置関係については5章をご確認ください。 

4.2 大会専用バス 

・3月9日(金)には、以下の2区間で大会専用バスを運行します。 

・一度に乗車できる人数には限りがあります。係員の指示に従ってください。 
 

区間 所要時間 運行予定 

1 開会式会場 → モデルイベント会場 約10分 12:00～13:30 

2 モデルイベント会場 → 選手村 約15分 15:00～16:00 
 

4.3 開会式会場へのアクセス 

▼自家用車で来場する場合 

・日光宇都宮道路「日光IC」より約10分です。

日光市総合会館に駐車可能です。駐車時はオ

リエンテーリング大会での来場目的の旨を

係員の方に伝えてください。 

▼徒歩で来場する場合 

・東武日光駅・JR日光駅より約25分(2 km)で

す。 

 

 
 

 

 

 

 

 
各会場までのアクセス 4 

各会場位置関係図 
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4.4 モデルイベント会場へのアクセス 

▼自家用車で来場する場合 

・会場の所野コミュニティセンター付近の駐車場は別団体のスポーツ大会が利用するため、駐車

ができません。開会式会場か選手村に駐車の上、徒歩または大会専用バスで来場してください。 
 

▼徒歩で来場する場合 

・開会式会場より約40分（3.2 km）です。 

・東武日光駅・JR日光駅より約20分（1.5 km）です。 
 

▼大会専用バスで来場する場合 

・開会式会場から12:00～13:30にかけて約10分おきにバスを運行します。所要時間は約10分で

す。 

 
 

 

4.5 選手村へのアクセス 

各宿舎とも開会式会場より車で15分程度、徒歩で30～50分程度の場所に位置しています。各宿

舎の場所については13ページの宿舎周辺地図をご覧ください。 

なお、バス停B行きの大会専用バスは開会式会場の至近(13ページ参照)に行きます。開会式会場

に自家用車を駐車した参加者は、バス停B行きの大会専用バスにご乗車ください。 
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本章では、選手村の情報、および3月10日(土)、11日(日)のバス輸送について記載します。3月9

日(金)の交通については「4章 各会場までのアクセス」をご覧ください。 
 

5.1 宿舎の割り振り 

・選手およびチームオフィシャルは日光市の宿舎に分宿します。割り振りは以下の通りです。 

・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。 

・宿舎周辺地図は次ページをご覧ください。 

・宿泊に関する疑問がある場合でも、宿舎には直接問合せをせず、主管へ連絡ください。 
 

No. 宿舎名 学校名 

1 
ホテルナチュラル

ガーデン日光 

早稲田大学、東京理科大学、日本女子大学、静岡大学、電気通信大学 

2 
日光ぐりーんほて

る懐かし家 

東京大学、一橋大学、実践女子大学、十文字学園女子大学、津田塾大学、立

教大学、中央大学、法政大学、東洋大学、跡見学園女子大学、聖心女子大学、

北海道大学、千葉大学 

3 ホテル春茂登 金沢大学、東京工業大学、茨城大学 

4 ホテルいろは 京都大学、京都女子大学 

5 ホテル清晃宛 東北大学、宮城学院女子大学、広島大学、岡山大学 

6 日光東観荘 岩手大学、岩手県立大学、福島大学、筑波大学、東京農工大学 

7 ホテル高照 
慶應義塾大学、横浜国立大学、横浜市立大学、相模女子大学、関東学院大学、

北里大学、フェリス女学院大学 

8 梅屋敷旅館 名古屋大学、椙山女学園大学 

9 霧降プラザ 大阪大学、奈良女子大学、神戸大学 

10 風のひびき 新潟大学、金沢工業大学 
 
 

5.2 チェックイン、チェックアウト 

・9日(金)のチェックインは各宿舎において学校

ごとに行います。大会受付で各校に配布する

宿泊券を、各宿舎受付に提示してください。 

・宿舎では、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。 

・宿舎には各種アメニティ(タオル、歯ブラシ、

浴衣等)の用意はありません。各自でご用意く

ださい。 

・外出時は、鍵をフロントに預けてください。 

・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。 

・11日(日)は各宿舎とも、出発前にチェックア

ウトを行ってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 荷物や自家用車の保管 

・選手の荷物や自家用車は、3月9日(金)午前～

3月11日(日)夕方まで各宿舎に預けることが

できます。 

・3月10日(土)および3月11日(日)の競技会場へ

の自家用車での来場は禁止します。各自、大

会専用バスを使用してください。  

・貴重品は各自の責任で管理してください。 
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5.4 食事、入浴 

・3 月 9 日(金)と 3 月 10 日(土)の夕食、3 月 10 日(土)と 3 月 11 日(日)の朝食は各宿舎から提

供されます。 

・夕食は、9 日(金)および 10 日(土)とも 18:00～20:00 の間にとってください。 

・朝食は、10 日(土)および 11 日(日)とも 6:30(要項 3.1 にて修正)～8:00 の間にとってくだ

さい。なお、バスの時刻に合わせて宿舎ごとに開始時刻が異なる場合があります。  

・入浴については各宿舎の指示に従ってください。 
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選手村 概要図 

各バス停付近 詳細地図 
(1~10 の数字は 5.1 節の宿舎番号に対応しています) 
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5.5 3月10日(土) 選手村～競技会場、スタート待機所のバス輸送 

▼往路 

下表の通り大会専用バスを運行します。選手権の部と一般の部で出発時刻が異なるのでご注意く

ださい。選手権の部はスタート待機所行き、一般の部は競技会場行きです。 
 

 No. スタート目安 
バス停出発時刻 

到着予想 到着限界 
A B C D E 

選手権 

の部 

1 11:30 ～ 12:15 9:00 9:10 9:20 9:10 9:20 9:30 9:50 

2 12:16 ～ 12:30 9:35 9:45 9:50 9:45 9:50 10:00 10:20 

3 12:30 ～  10:05 10:15 10:20 10:15 10:20 10:30 10:50 

一般の 

部 

1 9:15 ～   9:40 7:35 7:40 7:40 7:35 7:40 8:00 8:20 

2 9:41 ～  10:00 7:55 8:00 8:00 7:55 8:00 8:20 8:40 

3 10:01 ～  10:20 8:05 8:10 8:15 8:10 8:20 8:40 9:00 

4 10:21 ～ 8:25 8:30 8:35 8:30 8:40 9:00 9:20 
 

・特に点呼は取りませんが、満席の場合は指定

のスタート目安に該当する選手が優先となり

ます。 

・状況により随時出発する場合があります。 

・乗車予定のないバス停は通過する場合があり

ます。 

・乗車人数が少ない場合、各バス停で乗り換え

となる場合があります。 

・バスの到着が到着限界時刻に遅れた場合、ス

タート時刻を遅らせるなどの対応をする場合

があります。その場合は、役員の指示に従っ

てください。 
 

▼復路 

13:00、14:00、15:00、以降表彰式終了にあわせ、選手村行きの大会専用バスを随時運行しま

す。最終バスは代表者ミーティング終了にあわせて運行します。役員の指示に従い、乗車してくだ

さい。 
 

5.6 3月11日(日) 選手村～競技会場のバス輸送 

▼往路 

下表の通り、競技会場行きの大会専用バスを運行します。 
 

No. 
バス停出発時刻 

到着予想 到着限界 
A B C D E 

1 7:35 7:40 7:40 7:35 7:40 8:00 8:20 

2 7:55 8:00 8:00 7:55 8:00 8:20 8:40 

3 8:15 8:20 8:20 8:15 8:25 8:45 9:05 

4 8:35 8:40 8:45 8:40 8:50 9:10 9:30 
 

・乗車時の注意事項は5.5節をご覧ください。 

・No.1の便が満席となった場合、1走の選手を優先します。 
 

▼復路 

下表の通り、大会専用バスを運行します。 
 

行き先 出発時刻 

  東武日光駅付近 13:30、14:30、15:30  以降は表彰式終了に合わせて随時運行 

選手村各バス停 14:00、15:30 以降は表彰式終了に合わせて随時運行 

後夜祭会場 ― 表彰式終了後随時運行 
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6.1 競技形式 

3月10日(土):個人ミドル・ディスタンス競技 

3月11日(日):3名のリレー競技 
 

6.2 地図仕様(ミドル、リレー共通) 
 

縮尺／等高線間隔 1:10,000／5 m 

走行可能度 4段階表記 

地図サイズ A4 

地図表記 ISOM2017準拠 

耐水性 透明ビニール袋封入済み 

コントロール位置説明 JSCD2008準拠 

特殊記号 

 

 

 

 

 
 

6.3 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、下記の通り事前配布を行います。 

▼ミドル 

全クラス、スタート2分前枠にて配布します。 

※寸法は60mm x 180mmを超えません。 

▼リレー 

3月10日(土)の代表者ミーティングにて配布

します。ただしコントロールのつながりは明

示されていません。 
 

6.4 テレインの概要 

本テレインは、2004年度インカレミドル、リ

レーの「不動の滝」で使われた範囲を中心とし

た地域です。標高約400-500mに位置し、比較

的なだらかな尾根と侵食された深い沢や急峻な

斜面で構成されています。手入れされた針葉樹

林が広範囲を占めており、見通しや走行可能度

は良好です。また、全域にわたって道や小道、

小径が発達しており、走行の障害となるような

岩石地帯等も見られません。 
 

6.5 テレインの注意事項 

・民家、商業施設の側を通行することがあるた

め、接触事故に気を付け走行してください。 

・立入禁止区域には侵入しないでください。特

にテレイン内には耕作地が存在するため、立

ち入らないよう十分にご注意ください。 

・侵食の激しい急な沢において、崖崩れ等によ

り通行が危険な状態になっている箇所があり

ます。地図をよく読んだ上で、安全に注意し

て通行してください。 

6.6 服装・用具に関する注意事項 

・会場内芝生保護のため、ピン付きシューズの

使用を禁止します。 

・公序良俗に反する服装での出走を禁止します。 
 

6.7 公式掲示板 

・開会式会場、競技会場、およびミドル選手権

スタート待機所に公式掲示板を設置します。 

・裁定委員の氏名、要項3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。 
 

6.8 クラス毎のコース概要、競技時間 
 

3月10日(土) ミドル・ディスタンス競技 
 

コース設定者:東 将央 

選手権の部 競技時間:1時間40分 

 

クラス 
距離 

[km] 

登距離 

[m] 

優勝設定 

時間 [分] 

 ME 4.7 195 35 

 WE 3.8 110 35 

一般の部 競技時間:1時間15分 

 

 MUA1 3.6 135 25 

 MUA2 3.6 150 25 

 MUA3 3.6 150 25 

 MUA4 3.5 140 25 

 MUB 1.9 90 20 

 MUF1 2.9 110 25 

 MUF2 2.9 100 25 

 WUA1 2.5 105 25 

 WUA2 2.5 95 25 

 WUB 1.7 65 20 

 WUF 1.7 65 20 
 

3月11日(日) リレー競技 
（距離、登距離、優勝設定時間は1人当たりの値） 

 
コース設定者:細川 知希 

選手権の部 競技時間:５時間 

 

クラス 
距離 

[km] 

登距離 

[m] 

優勝設定 

時間 [分] 

 ME 5.9-6.0 325-340 42 

 WE 4.4 245-255 40 

一般の部（リレー） 競技時間:4時間30分 

 

 MUR 3.4-3.5 165-185 25 

 WUR 2.8-2.9 125-130 25 

 XUR 2.8-2.9 125-130 25 

一般の部（個人） 競技時間:1時間30分 

 
 MUS 3.5 180 25 

 WUS 2.8 125 25 
 

・申込多数により、MUA/MUF/WUAクラスを

複数クラスに分割しています。 

 

 

 
競技情報 6 
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6.9 ナンバーカード 

・ナンバーカードは3月9日(金)に開会式の受付

で配布します。ただし、下記出場者のナンバ

ーカードは配布時期が異なります。 
 
◆リレー一般の部 複数校混成チーム 

◆個人競技（MUS/WUS）出場者 

3月11日(日)に大会受付にて配布します。 
 
・選手権の部出場者は選手1人につき2枚を、そ

れぞれ胸と背中の見やすい位置に水平に付け

てください。一般の部出場者は、選手1人に

つき1枚を、胸の見やすい位置に水平に付け

てください。 

・ナンバーカード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してくださ

い。なお安全ピンを忘れた場合、100円(4本

1セット)で大会受付にて販売します。 
 

6.10 パンチングシステム 

全てのクラスにおいてEMIT社の電子パンチ

ング計時システム (e-card)を使用します。

e-card使用上の注意事項を以下に記します。 
 

・通過証明としては、e-cardへの電子記録また

はバックアップラベルの記録のみを採用いた

します。 

・同じ番号のコントロールで続けて2回以上パ

ンチした場合は、最初のパンチのみが記録さ

れます。 

・途中で誤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。 

・e-cardへの電子的な加工は認めません。バッ

クアップラベルをテープ等で固定することは

認めます。 

・エントリー時に申請した場合に限り個人所有

のe-cardの使用を許可します。選手1人に対

して1枚のe-cardを2日間通じて使用してく

ださい。申し込みの際に登録した番号と異な

るe-cardを無断で使用した場合は失格とす

ることがあります。 

・個人所有のe-cardを忘れた場合は、主管者側

で用意したe-cardをレンタルします。その場

合、レンタル料（300円/日）を徴収します。

希望者は、受付に申し出てください。 

・レンタルe-cardを紛失もしくは破損した場合、

弁償金として実費を徴収します。 

 

 

 
 

6.11 救護所 

ミドル、リレー共に、競技会場およびテレイ

ン内に救護所を設けます。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。 

テレイン内の救護所において、リレー競技で

のみ給水を行います。ミドル競技ではテレイン

内での給水は行いません。 
 

6.12 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にて申請してください。

調査依頼の受付は、ミドル、リレー共に大会本

部で行います。調査依頼の受付期限は、それぞ

れ下記の通りです。 
 

◆ミドル 

・13:00 一般の部 

・16:26 選手権の部  

◆リレー 

・12:30 MUS/WUS 

・15:20 MUR 

・15:30 MER/WUR/XUR 

・15:40 WER 
 

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裁

定委員会に対して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申請してくだ

さい。提訴の受付は、ミドル、リレー共に大会

本部で行います。 

提訴の受付期限は、調査依頼の回答が通知さ

れてから15分後です。 

提訴は裁定委員会によって裁定が下されます。

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。 

なお、裁定委員会の構成は公式掲示板にて告

知いたします。 
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6.13 ドーピング検査 

・本大会は、日本アンチ・ドーピング規定に基

づくドーピング・コントロール対象大会です。 

・本大会参加者およびチームオフィシャルは、

日本アンチ・ドーピング規定に従ってくださ

い。 

・ドーピング検査の対象となった本大会参加者

は、役員の指示に従って検査を受けてくださ

い。なお、身分証明のため、本大会参加者は

学生証・免許証等の写真により本人確認が可

能なものを持参してください。 

・本大会参加者は、本大会において行われるド

ーピング検査(尿・血液等検体の種類を問わ

ず)を拒否又は回避した場合、検査員の指示に

従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情に

よりドーピング検査手続を完了することがで

きなかった場合は、アンチ･ドーピング規則違

反となる可能性があります。アンチ･ドーピン

グ規則違反と判断された場合には、日本アン

チ・ドーピング規定に基づき制裁等を受ける

ことになるので留意してください。 

・血液検査の対象となった競技者は、採血のた

め、競技/運動終了後2時間の安静が必要とな

るので留意してください。 

・日本アンチ・ドーピング規定の詳細内容およ

びドーピング検査については、JADAのウェブ

サイト（ http://www.playtruejapan.org ）

にて確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14 シード選手 

日本学連理事会により、ミドル・ディスタン

ス競技部門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。 
 

▼ME（6名） 

佐藤 俊太郎 （東北大学4年） 

渡邊 壮 （金沢大学4年） 

松尾 怜治 （東京大学4年） 

種市 雅也 （東京大学2年） 

稲森 剛 （横浜国立大学3年） 

南河 駿 （名古屋大学4年） 
 

▼WE（6名） 

臼井 沙耶香 （東北大学3年） 

山森 汐莉 （金沢大学3年） 

森谷 風香 （千葉大学3年） 

山岸 夏希 （筑波大学3年） 

増澤 すず （筑波大学2年） 

勝山 佳恵 （茨城大学3年） 
 

6.15 使用テープ一覧 
 

 
赤白色 競技中におけるすべての誘導 

 

 
青色 

【ミドル選手権の部】 

スタート待機所～スタート地区の誘導 

 
青色 

【ミドル一般の部】 

競技会場～スタート地区の誘導 

 
青黄色 立入禁止区域の外郭 

 

 

 

 

 

 

http://www.playtruejapan.org/
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会場は日光総合会館です。9:00に開場します。 

 

7.1 競技関連質問用紙配布 

競技に関する質問を記入する用紙です。テク

ニカルミーティング終了後に受付で回収します

（提出期限3月9日(金)12:20）。 
 
 

7.２ 公式掲示板 

公式掲示板を開会式会場に設置します。内容

を必ずご確認ください。 
 

7.3 選手権の部 スタート時刻発表 

選手権の部に参加する選手（シード選手含む）

のスタート時刻発表を行います。例年は公開抽

選としていましたが、本大会ではスケジュール

の都合から、イベント・アドバイザー立会いの

もと事前に抽選を行っています。 

選手権の部の男女トップスタートの選手は、

開会式において選手宣誓を行います。役員の指

示に従ってください。該当選手が不在の場合は、

スタート時刻が早い者から順に繰り上がって選

手宣誓を行います。 

 

7.4 開会式 

開会式は以下の内容を予定しています。 
 

・開会宣言 

・主催者挨拶 

・来賓挨拶 

・優勝旗、優勝杯返還およびレプリカ贈呈 

・選手宣誓 
 

7.5 テクニカルミーティング 

競技責任者が、競技に関する事項を中心に、

情報提供および諸注意を行います。 

競技に関する質問がある場合は、大会受付で

配布される競技関連質問用紙に記入し、テクニ

カルミーティング終了後に受付に提出してくだ

さい。提出期限は12:20とします。 

質問の回答は、代表者ミーティングにて行い

ます。 
 
 
 

 

7.6 大会受付 

大会受付を開会式会場内に設置します。各校の代表者は必ず大会受付を済ませてください。 
 

▼配布物 

大会受付では以下のものを配布します。中身を確認してください。 
 

①チームオフィシャル用IDカード 

チームオフィシャルであることを示す

ものです。チームオフィシャルは、大会期

間中必ず携帯してください。 

②ナンバーカード 

出走時に所定の場所に付けてください。

一部のナンバーカードは別途配布します。 

③リレー関連用紙 

「リレーオーダーサイトアカウント情

報」、「リレーオーダー用紙（バックアップ

用）」「欠場届、個人競技(MUS/WUS)変更

届」、「リレー直前変更届(選手権の部)」が

必要数入っています。 

④宿泊券ほか日本旅行からの配布物 

チェックインするときに、宿泊券を宿舎

に提出する必要があります。 

 
 
 

⑤弁当引換券 

昼食の弁当を受け取るときに提出する

必要があります。 

⑥レンタルe-card、バックアップラベル 

バックアップラベルはミドル用、リレー

用1枚ずつ計2枚を配布します。 

⑦e-cardラベルシール 

個人所有のe-cardを使用する参加者に

配布します。大会期間中e-cardに貼り付け

てください。 

⑧荷物輸送用ネームタグ 

ミドル選手権の部にて、スタート待機所

より競技会場まで主管による防寒具等の

荷物輸送を利用する際に使用します。 

⑨オフィシャルレース出場届 

10日(土)に提出してください。 
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7.6 大会受付(続き) 
 

▼欠場受付 

各校代表者はこの時点で選手の欠場が分

かっている場合、欠場届を大会受付に提出す

る必要があります。ただし事前に連絡をして

いる場合は提出不要です。欠場届はエントリ

ーサイトに掲載されているので、必要に応じ

て印刷してください。忘れた場合は大会受付

へ申し出てその場で記入してください。 
 

▼ミドル選手権の部選手変更受付 

ミドル選手権の部へ出場予定の選手が欠

場・辞退することによる選手変更を受け付け

ます（提出期限3月9日(金)13:00）。受付に

備え付けの用紙に変更内容を記入し、各地区

学連代表者が受付に提出してください。変更

受付終了後の選手変更は認めません。 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼チームオフィシャル変更受付 

大会エントリー締め切り後のチームオフ

ィシャル変更を13:00まで受け付けます。オ

フィシャル変更届はエントリーサイトに掲

載されているので、必要に応じて印刷してく

ださい。忘れた場合は大会受付へ申し出てそ

の場で記入してください。変更受付終了後の

チームオフィシャル変更は認めません。 

なお、変更前後でチームオフィシャルの性

別が異なる場合、宿泊に不都合が生じる場合

があります。 
 

▼e-card番号変更受付 

個人所有のe-cardの使用を申請した者が

e-card番号の変更を希望する場合は、受付に

備え付けの用紙に変更内容を記入し、受付に

提出してください。なお、事前申込で個人所

有のe-cardの使用を申請した者がレンタル

e-cardを希望する場合は、レンタル料（300

円/日）が必要となります。 

 

7.7 代表者ミーティング 

テクニカルミーティング終了後、12:40から

行います。詳細は放送で連絡しますので、参加

者は速やかに集まってください。参加できるの

は、チームオフィシャルを含めて各校2名まで

とします。チームオフィシャルは必ずIDカード

を持参してください。 

代表者ミーティングの内容は以下の通りです。 

・注意事項の確認 

・テクニカルミーティング後に提出された質

問の回答（主管で不適当と判断した事項に

ついては回答しません） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.8 開会式会場からの移動 

代表者ミーティングへ参加しない者は、速や

かに開会式会場から退出してください。 

開会式会場からモデルイベント会場への移動

方法は4.5節を、選手村への移動方法は4.6節を

ご覧ください。 

開会式会場は、13:30に閉場します。 
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会場は所野コミュニティセンターです。 
 

8.1 開設時間 

3月9日(金)  12:30～15:00（受付終了14:30） 
 

8.2 使用地図 

・縮尺は1:10,000、等高線間隔5 m、走行可能

度4段階表示で描かれています。 

・実際の競技に使用する地図と同一基準で調査

されています。 

・地図は学校単位で、会場で配布します。 

また、希望者を対象として、会場でも若干数

の地図を販売します（1枚500円）。 

・地図は、事前に大会公式Webサイトに掲載予

定です。 

・耐水加工はされていません。地図を入れるビ

ニール袋等が必要な場合は各自用意してくだ

さい。 
 

8.3 受付 

モデルイベント参加校は、あらかじめ大会公

式Webサイトに掲載されている「モデルイベン

ト誓約書」を印刷の上、必要事項を記入し、テ

レインに向かう前に会場の受付に提出してくだ

さい。 
 

8.4 e-card、コンパスのレンタル 

受付でe-cardおよびコンパスのレンタルを

行います。e-cardは300円、コンパスは無料で

希望者にレンタルします。レンタル品はモデル

イベント専用のものであり、数に限りがあるた

め、個人所有品の使用を推奨します。 

レンタルしたe-cardおよびコンパスは下山

後、必ず受付に返却してください。なお、レン

タル品を紛失もしくは破損した場合、弁償金と

して実費を徴収します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5 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と類似しています。 

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 

コントロールの見本を会場に設置します。

また、モデルイベントテレイン内の全コント

ロール位置には、フラッグおよびコントロー

ルユニットが設置されており、フラッグの見

え方や設置状態を確認できます。 
 

▼スタート地区 

ミドル選手権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。 
 

▼フィニッシュ地区 

パンチングフィニッシュのためのユニッ

トを設置します。 
 

8.6 注意事項 

・ゴミは各自持ち帰ってください。 

・モデルイベント開設期間中、主管が設置した

以外のフラッグおよびコントロールユニット、

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。 

・15:00の時点で未帰還者がいる学校は、受付

に報告してください。捜索の対象となります。 

・(要項3.1における追記箇所)モデルイベント

会場のトイレは原則使用禁止とします。開会

式会場で済ませてきてください。 
 

8.7 トレイルオリエンテーリング 

インカレ協賛トレイルオリエンテーリング大

会が開催されます。詳細は当該大会の要項をご

覧ください。 
 

＜協賛トレイルO Webサイト＞ 

http://www.orienteering.com/~icmr20

17/heisetsu.html 
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9.1 当日の流れ 

 

 

9.2 会場 

・会場は高畑運動広場です。 

・トイレは数が限られているので、選手村で済ませておくことが望ましいです。 

・女子更衣室は競技会場から紫テープ誘導で徒歩10分の場所にあります。移動の際は競技中の選手

に注意して通行してください。 

・会場外は全て競技エリアです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.3 スタート待機所 選手権のみ 

・選手村から大会専用バスで移動します。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。 

・スタート待機所では風雨を避けることができ

る建物、トイレ、および公式の時刻を表示す

る時計があります。 

・スタート待機所から会場まで主管による荷物

輸送を行いますが、可能な限りチームオフィ

シャルによる荷物輸送を行ってください。利

用する場合は、ネームタグを配布しますので

荷物に付けてください。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。 

・ウォーミングアップはスタートまでの誘導区

間で行ってください。 

・チームオフィシャル向けに、会場行きの大会

専用バスが【13:30】【14:00】【14:30】

【15:00】に出発します。
 

 
9 ミドル・ディスタンス競技部門（3 月 10 日） 

会場レイアウト  
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9.4 スタート地区までの移動 

▼選手権の部 

・スタート待機所から青色テープ誘導で 

3.3 km、徒歩約55分です。誘導区間に歩

測区間を設けます。 

・チームオフィシャルはスタート地区まで行

くことができます。 

▼一般の部 

・競技会場から青色テープ誘導で2.0 km、

徒歩約40分です。 

・競技会場に歩測区間を設けます。 

・移動に際して、周辺住民や周辺施設へ迷惑

をかけないように配慮してください。 

・歩道のない道路を通行する場所があります。

広がらずに移動してください。 
 

9.5 スタート 

・ナンバーカードおよびe-cardのない選手は出

走できません。 

・選手権の部は2分間隔、一般の部は1分間隔で

リフトアップスタートします。スタートまで

の流れは下図をご覧下さい。 

・スタート閉鎖時刻は、選手権の部は14:00、

一般の部は11:00です。 

・スタート地区から競技会場への主管による荷

物輸送は選手権の部のみ行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

9.6 遅刻スタート 

・スタートに遅刻した選手は下記の方法でスタ

ートしてください。 

▼選手権の部 

3分前枠の前にて役員に遅刻の旨を伝え、

指示に従ってください。 

▼一般の部 

遅刻枠に直行し、役員の指示に従ってくだ

さい。 

・計時はスタートリストに記載されている時刻

から開始されます。 

・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。 

・15分以上の遅刻は参考記録となります。 

 
 

9.7 競技時間 

・選手権の部の競技時間は1時間40分、一般の

部の競技時間は1時間15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。 
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9.8 フィニッシュ 

・選手権の部、一般の部ともに会場にあります。 

・最終コントロールからは赤白テープ誘導に従

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。 

・e-cardは役員の指示に従って提出してくだ 

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。e-cardを提出できない選

手は失格とします。 

・地図回収を行います。フィニッシュ後、役員

の指示に従って地図に所属、氏名を記入の上、

各自の所属に該当する箱に入れてください。

地図を提出できない場合は失格とします。な

お、回収した地図は3月11日(日)のリレー競

技リスタート後に返却します。 

・フィニッシュ閉鎖時刻は、選手権の部が15:26、

一般の部が12:00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。 

9.9 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。 

・調査依頼の受付期限は、選手権の部が16:26、

一般の部が13:00です。 
 

9.10 弁当配布 

・配布案内の放送を行うので、会場入口の配布

所まで弁当を受け取りに来てください。 

・弁当の受け取りには引換券が必要です。 

・弁当のゴミは配布所にて回収するので、各校

で分別のうえ、まとめて持参してください。

回収時間および場所は当日の放送にて案内し

ます。回収時間を遵守してください。 
 

9.11 表彰式 

・表彰式は14:45から行います。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

かに集合してください。 

・一般の部、選手権の部の順に表彰します。 

・選手権の部は、男女上位1名を2017年度ミド

ル・ディスタンス競技選手権者として、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。 

・一般の部は各クラス上位3名を表彰します。 

・円滑な表彰式の進行にご協力ください。 

・15:30～16:00の間、写真撮影用にスペース

を開放します。記念写真の撮影はこの時間の

間にお願いします。 

 

 

 

 

9.12 リレーオーダー提出 

・リレーオーダー提出にあたっては、専用のリ

レーオーダーサイトを利用して提出を行って

ください。詳細については、3月9日(金)の代

表者ミーティングで説明します。 

・各校の代表者は、大会公式Webサイトからリ

レーオーダー提出サイトにアクセスし、選手

権の部、一般の部のオーダーを入力してくだ

さい(3月10日(土)16:00まで)。登録方法の

詳細は、8.1節に記載の配布物「リレーオー

ダーアカウント情報」を参照ください。入力

が遅れた場合や、サイトの不具合が発生した

場合は、受付まで申し出てください。 

・リレーの各クラスにおいて、エントリーした

チーム数を超えて自校内でチームを組むこと

はできません。 

・一般の部において、複数校で構成されるチー

ムを組む場合は、代表校がオーダー登録を行

ってください。 
 

9.13 オフィシャルレース参加受付 

翌日のオフィシャルレース（10.19節参照）

に参加を希望する学校は、前日に大会受付で配

布した「オフィシャルレース出場届」に学校名、

出走者名、個人所有のe-card番号もしくはレン

タル希望(1枚300円)を記入の上、受付に提出し

てください。引き換えにナンバーカードと、希

望者へのレンタルe-cardをお渡しします。 
 

9.14 代表者ミーティング 

・表彰式終了後に大会本部前で行います。 

・参加できるのは、チームオフィシャルを含め

て各校2名までとします。チームオフィシャ

ルは必ずIDカードを持参してください。 

・代表者ミーティングでは、翌日のリレー競技

の競技上の注意、諸連絡、およびリレー競技

コントロール位置説明一覧表を配布します。 
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10.1 当日の流れ 

 

 

10.2 会場 

・会場は高畑運動広場です。 

・トイレは数が限られているので、選手村で済

ませておくことを推奨します。 

・女子更衣室は競技会場から紫テープ誘導で徒

歩10分の場所にあります。移動の際は競技中

の選手に注意して通行してください。 

・会場外は全て競技エリアです。 

・渡河点では競技中の選手に注意して通行して

ください。 

10.3 一般の部 地図配布 

・リレー競技当日、受付で一般の部の地図配布

を行います。学校単位で配布しますので、各

校の代表者は8:00～8:40の間に受付へ受け

取りに来てください。 

・地図はテープで封をした状態で配布します。

競技開始まで開かないでください。 
 

 

 

  

 

 
 

 
リレー競技部門、閉会式（3 月 11 日） 10 

会場レイアウト  
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10.4 選手変更、欠場者最終受付 

前日のオーダー提出後、出場予定選手が出場

できなくなった場合に、大会受付に「リレー直

前変更届」を提出することにより選手変更およ

び欠場を申請することができます。 
 

▼選手権の部 

・不慮の事故、病気等により出場予定選手が出

場できなくなった場合、裁定委員会の許可が

得られたときに限り欠場・選手変更を受け付

けます。 

・締切は各クラススタートの1時間前（MERは

8:30、WERは8:40）です。 

▼一般の部 

・原則として欠場のみ受け付けます。選手変更

は認めません。 

・欠員が生じたチームはリレーへの出走ができ

ません。残りの選手は個人競技に出場するか、

もしくは欠場となります。 

・ただし、選手権の部へ選手を補充したことに

より一般の部のチームに欠員が生じた場合、

個人競技出場者からのみ、補充を認めます。 

・締切はすべてのクラスにおいて8:40です。 
 

10.5 地図置き場 

選手権の部参加校の第2および第3走者の地

図が競技会場付近に設けられた地図置き場に置

かれています。地図には選手のナンバーカード

に対応する番号が記載されています。 

8:40～8:50に地図置き場を事前に公開しま

す。選手は地図の位置を確認してください。な

お、地図に手を触れてはいけません。 
 

10.6 デモンストレーション 

9:00から競技会場で、デモンストレーション

（競技説明）を行います。前走者が来る方向、

レーンの位置、チェンジオーバーの方法、次走

者の進行方向等を確認できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.7 第1走者スタート 

・スタート時刻は下記の通りです。 

9:30 MER 

9:40 WER 

9:50 MUR 

10:00 WUR/XUR/MUS/WUS 

・スタート時刻の10分前に第1走者はスタート

地区に集合してください。 

・スタートに遅刻した場合は失格となります。 

・e-card、ナンバーカードおよび地図(一般の

部のみ)のない選手は出走できません。 

・スタート地区では役員の指示に従ってe-card

のアクティベートを行ってください。 

・スタートの合図はピストルで行います。フラ

イングがあった場合は、役員の指示に従って

スタートをやり直します。 

・スタート後、赤白テープ誘導に従って進み、

スタートフラッグ（地図上の△）を通過して

ください。これに従わなかった場合は失格と

します。 

 

▼選手権の部 

・スタート地区では役員の指示に従って進み、

整列してください。 

・スタート前に地図配布を行いますが、地図

のテープを破る、地図の中を見る等の行為

を禁止します。 

▼一般の部 

・事前配布の地図を持って、スタート地区に

集合してください。 

・スタートするまで、地図のテープを破る、

地図の中を見る等の行為を禁止します。 
 

10.8 競技時間 

・選手権の部の競技時間は5時間、一般の部(リ

レー)の競技時間は4時間30分、一般の部(個

人)の競技時間は1時間30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。 
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10.9 前走者接近情報 

▼選手権の部 

・競技会場から、前走者の誘導区間の通過を

目視することができます。これをもってイ

ンカレ実施規則25.10項に規定する次走者

への告知とします。 

・誘導区間通過からフィニッシュまでは、

MER/WER共に3～5分程度かかると予想

されます。 
 

▼一般の部 

・前走者接近情報の告知を行いません。競技

会場から前走者の接近を目視で確認して

から、1～2分程度の時間があります。 
 

10.10 チェンジオーバー 

・次走者待機枠入口にアクティベートユニット

を設置します。各自、e-cardのアクティベー

トを行ってください。e-cardの故障が疑われ

る場合は、役員に申し出てください。 

・e-card、ナンバーカードおよび地図(一般の

部のみ)のない選手は出走できません。 

・チェンジオーバーは、前走者と次走者の接触

をもって行います。チェンジオーバーが正し

く行われなかったと役員が判断した場合、そ

のチームは失格とします。 

・次走者が次走者待機枠に居ない場合でも、チ

ェンジオーバーを行うまではフィニッシュを

してはいけません。 
 

▼選手権の部 

・チェンジオーバー後の次走者は、赤白テー

プ誘導に従って地図置き場に向かってく

ださい。 

・地図置き場では、自分のナンバーカード番

号が記載されている地図を取ってくださ

い。地図を取り間違えた場合は、失格とな

ります。 

・地図置き場に自分の地図がない場合は、地

図置き場付近の役員に申し出てください。 

・地図を取った後、赤白テープ誘導に従いス

タートフラッグ（地図上の△）を通過して

ください。これに従わなかった場合は失格

とします。 

▼一般の部 

・チェンジオーバー後の次走者は、赤白テー

プ誘導に従いスタートフラッグ（地図上の

△）を通過してください。これに従わなか

った場合は失格とします。 
 

10.11 フィニッシュ 

・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e-cardをフィニ

ッシュに提出してください。提出がない場合

は未帰還者として捜索の対象となります。 

・最終コントロールからフィニッシュまでは赤

白テープ誘導に従って進んでください。 

・フィニッシュ後は追い越し禁止とします。 

・選手権の部の着順は、第3走者のフィニッシ

ュラインの通過をもって着順判定員が判定し

ます。第3走者はフィニッシュラインを通過

後、着順判定員の指示に従い、着順通りにユ

ニットにパンチしてください。 

・一般の部の着順は、パンチングフィニッシュ

順とします。 

・e-cardを役員の指示に従って提出してくださ

い。e-cardを提出できない場合は失格としま

す。 

・リスタート前にフィニッシュした選手から地

図回収を行います。フィニッシュ後、役員の

指示に従い各自の所属に該当する箱に入れて

ください。地図を提出できない場合は失格と

します。なお、回収した地図はリスタート後

に返却します。 

・フィニッシュ閉鎖時刻は、MURが14:20、

MER/WUR/XURが14:30、WERが14:40、

MUS/WUSが11:30です。競技途中であって

も、この時刻までにフィニッシュを通過して

ください。 

・フィニッシュでは一切の調査依頼を受け付け

ません。 
 

10.12 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、MURが15:20、

MER/WUR/XURが15:30、WERが15:40、

MUS/WUSが12:30です。 
 

10.13 ウイニングラン 選手権のみ 

・優勝が確定的なチームのみ、ウイニングラン

（同チームの選手による最終走者の伴走）を

行うことができます。希望する場合は本部に

申し出てください。ただし、競技状況によっ

ては許可しない場合があります。 

・ウイニングランは役員の指示に従って行って

ください。 
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10.14 リスタート 

・インカレ実施規則25.12項に規定する、リス

タートを行います。 

・リスタート時刻は、選手権の部が12:50、一

般の部が13:00です。ただし、当日の進行状

況によって変更する場合があります。変更の

場合は競技会場にて放送を行います。 

・チェンジオーバーをしていないすべての選手

は、リスタート時刻の10分前までに次走者待

機枠に集合してください。リスタート時刻に

遅刻した選手は出走できません。 

・次走者待機枠入口のアクティベートユニット

で、各自e-cardのアクティベートを行ってく

ださい。 

・リスタートを希望しない場合は、必ず次走者

待機枠の役員に申し出てください。 

・次走者待機枠に集合した後でも、リスタート

時刻まではチェンジオーバーが可能です。 

・リスタートしたチームは参考記録とします。 
 

10.15 失格時の対応 

▼選手権の部 

・失格が判明した場合、学校の代表者に通知

します。 

・失格したチームは、その後のチェンジオー

バーを禁止します。 

・失格したチームの未出走者は、リスタート

時にスタートできます。 
 

▼一般の部 

・失格したチームのその後のチェンジオーバ

ーは妨げません。 
 

10.16 弁当配布 

・配布案内の放送を行うので、会場入口の配布

所まで弁当を受け取りに来てください。 

・弁当の受け取りには引換券が必要です。 

・弁当のゴミは配布所にて回収するので、各校

で分別のうえ、まとめて持参してください。

回収時間および場所は当日の放送にて案内し

ます。回収時間を遵守してください。 
 

10.17 地図返却 

ミドル、リレーにおいて使用した地図の返却

はリスタート終了後に行います。返却場所は、

放送により案内します。 

 

 

 
 

10.18 地図販売および配布 

・リスタート後に、受付にて地図販売および地

図配布を行います。 

・チームオフィシャルには、本大会で使用した

地図(全コントロール図、ミドル、リレー選手

権の部のコース図)の配布を行います。希望者

は、オフィシャル当人もしくは代理人がIDカ

ードを持参し、受付に申し出てください。 

・日本学連賛助会員には地図(全コントロール図、

ミドル選手権の部コース図)を無料で配布し

ます。希望者は受付まで申し出てください。 

・未出走者の地図は、各校の代表者が受け取り

に来てください。 

・地図購入は、事前申込を行った上で、当日大

会受付にて購入してください(当日支払)。 

・コース図は1枚500円、全コントロール図は1

枚600円です。大会公式Webサイト上の「地

図購入申し込みシート」に必要事項を記載し、

2月28日(水)までに下記連絡先へ申請してく

ださい。 
 

 ◆地図購入申請先 

 受付担当:平井はるな 

 e-mail:icmr2017info@googlegroups.com 
 

・なお、当日、受付にて若干数の販売を行う予

定ですが、数に限りがあるため事前申請を推

奨します。 
 

10.19 オフィシャルレース 

・各校のチームオフィシャルによる、ポイント

オリエンテーリング競技を行います。 

・前日に「オフィシャルレース出場届」の提出

がない場合、e-cardまたはナンバーカードの

ない場合およびスタート時刻に遅刻した場合、

チームオフィシャルは出走できません。 

・競技時間は30分です。競技時間を超えたチー

ムオフィシャルは失格とします。 

・スタート時刻は13:20で、一斉スタートとし

ます。スタートの10分前に放送を行うので、

レースに参加するチームオフィシャルは集合

してください。 

・フィニッシュ閉鎖時刻は13:50です。競技途

中であっても、13:50までにフィニッシュを

通過してください。 
 

10.20 レンタルe-card返却 

15:00までに、本大会で使用したレンタル

e-cardを学校ごとにまとめて、数量を確認の上、

受付にて返却してください。

mailto:icmr2017info@googlegroups.com
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10.21 表彰式 

・表彰式は14:00から行います。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

かに集合してください。 

・一般の部、選手権の部の順に表彰します。 

・選手権の部は、男女上位1校を2017年度リレ

ー競技選手権校として、男女上位6校を入賞

校として表彰します。 

・一般の部（リレー競技）は各クラス上位3チ

ームを表彰します。複数校にまたがるチーム

に関しても正規のチームと認め、表彰対象と

なります。 

・一般の部(リレー競技)の各クラスにおいて、

最も成績の良かった日本学連初年度登録者の

みで構成されたチームの特別表彰を行います。 

・一般の部(個人競技)は各クラス上位1名を表彰

します。 

・円滑な表彰式の進行にご協力ください。 

・15:30～16:00の間、写真撮影用にスペース

を開放します。記念写真の撮影はこの時間の

間にお願いします。 

10.22 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 

・実行委員長挨拶 

・インカレ旗引き継ぎ 

・閉会宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
チームオフィシャルは、受付で配布するIDカードを身につけてください。 

 

岩手大学 
藤原 大樹 

田口 茂樹 

東北大学 

大川 拓哉 

滝川 真弘 

橋本 航汰 

橋本 正毅 

北海道大学 坂口 祐生 

宮城学院女子大学 
尾形 奈津季 

細 正隆 

福島大学 依田 健志 

金沢大学 

大竹 達也 

木村 文依 

高橋 秀明 

山本 大輝 

新潟大学 

菅野 柊斗 

橋詰 莉子 

吉野 拓海 

慶應義塾大学 田中 悠 

千葉大学 
新粥 文哉 

中浴 広樹 

中央大学 井倉 幹大 

筑波大学 
後藤 孔要 

宮田 優花 

東京大学 
深田 恒 

猪俣 祐貴 

東京農工大学 

松本 崇志 

磯山 高志 

武田 沙知 

堀内 かおる 

東京理科大学 見目 憲秋 

横浜国立大学 橘 孝祐 

立教大学 
宮川 早穂 

栗本 開 

早稲田大学 澤口 弘樹 

実践女子大学 
大久保 宗典 

桑原 大樹 

一橋大学 
木島 佑輔 

前中 脩人 

跡見学園女子大学 
伊東 瑠実子 

大井 真 

相模女子大学 山崎 祐実 

東京工業大学 
西村 駿 

芳賀 太史 

日本女子大学 中村 茉菜 

茨城大学 椎名 麻美 

横浜市立大学 森田 桜織 

関東学院大学 田中 基士 

十文字学園女子大学 
橋本 知明 

山口 雅裕 

フェリス女学院大学 中島 正治 

静岡大学 
大沢 良太 

馬場 泰光 

名古屋大学 

大村 幸一郎 

石山 良太 

山内 崇弘 

川島 実紗 

椙山女学園大学 
横山 莉沙 

伊東 佑子 

大阪大学 
秋山 周 

築地 孝和 

京都大学 
糸井川 壮大 

松井 俊樹 

京都女子大学 
葛野 力 

牧内 佑介 
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12.1 選手権の部エントリーリスト 

・★印はシード選手です。スタート時刻は開会式前に発表します。 
 

  ME（1/2）               参加人数64 
スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

: 小林 隆嗣 東北大学4 200526 

: 坂本 譲 東北大学4 200537 

: ★佐藤 俊太郎 東北大学4 200541 

: 堀江 優貴 東北大学4 200628 

: 高本 育弥 東北大学3 502873 

: 横山 裕晃 東北大学3 200736 

: 北見 匠 東北大学2 228245 

: 高橋 駿 東北大学2 228294 

: 鳥居 洸太 東北大学2 228187 

: 薗部 駿太 東北大学1 235937 

: 塩平 真士 北海道大学3 レンタル 

: 大箭 歩 金沢大学4 231841 

: 清水 龍太 金沢大学4 231807 

: ★渡邊 壮 金沢大学4 231806 

: 本村 汰一朗 金沢大学3 231676 

: 山本 哲也 金沢大学2 231784 

: 小柏 景司 新潟大学4 502606 

: 鹿島 健人 新潟大学4 502608 

: 高野 兼也 新潟大学4 502609 

: 金田 蓮 新潟大学2 236123 

: 上島 浩平 慶應義塾大学3 221880 

: 桃井 陽佑 慶應義塾大学2 505094 

: 粂 潤哉 東京大学4 208314 

: 河野 大和 東京大学4 208545 

: 瀬川 出 東京大学4 208438 

: 竹内 元哉 東京大学4 208156 

: 刀根 大輔 東京大学4 208277 

: 平山 遼太 東京大学4 208281 

: ★松尾 怜治 東京大学4 208555 

: 佐藤 遼平 東京大学3 221734 

: 谷口 文弥 東京大学3 221760 

: 殿垣 佳治 東京大学3 221808 

: 新田見 優輝 東京大学3 502039 

: 宮本 樹 東京大学3 185352 

: 村井 智也 東京大学3 221824 

: 横堀 聖人 東京大学3 221825 

: 大橋 陽樹 東京大学2 231445 

: ★種市 雅也 東京大学2 231191 

: 伊藤 樹 横浜国立大学3 221813 

: ★稲森 剛 横浜国立大学3 502502 

: 有賀 裕亮 早稲田大学4 222751 

: 齋藤 佑樹 早稲田大学3 222752 

: 柴沼 健 早稲田大学3 222758 

: 長谷川 望 早稲田大学2 502197 

: 大田 将司 一橋大学3 221607 

: 桑原 恒平 東京工業大学4 501850 

: 上野 康平 東京工業大学3 501783 

: 是永 大地 名古屋大学4 208286 

: 杉浦 弘太郎 名古屋大学4 208404 

: 野田 昌太郎 名古屋大学4 208180 

: 堀尾 健太郎 名古屋大学4 208178 

MEエントリーリストは右上に続く 

ME（2/2）  左下の続き 

スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

: ★南河 駿 名古屋大学4 208358 

: 横田 智也 名古屋大学4 208160 

: 竹内 公一 名古屋大学3 220310 

: 前野 達也 名古屋大学3 220382 

: 田中 創 大阪大学3 222733 

: 近藤 恭一郎 京都大学4 レンタル 

: 平原 誉士 京都大学4 502510 

: 伴 広輝 京都大学3 レンタル 

: 松本 萌希 京都大学3 レンタル 

: 岩井 龍之介 京都大学2 502509 

: 森河 俊成 京都大学2 レンタル 

: 下江 裕貴 広島大学4 232317 

: 下江 健史 広島大学2 502875 

 

  WE                 参加人数35 
スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

: 長谷川 真子 東北大学4 レンタル 

: 伊佐野 はる香 東北大学3 210419 

: ★臼井 沙耶香 東北大学3 211004 

: 高橋 ひなの 東北大学3 210432 

: 高橋 友理奈 東北大学3 200643 

: 伊東 加織 東北大学2 228278 

: 鈴木 彩可 金沢大学4 231685 

: ★山森 汐莉 金沢大学3 231854 

: 高瀬 優衣 金沢大学2 231681 

: 山内 美輝 新潟大学2 236125 

: 小山 智子 千葉大学4 228338 

: 稲垣 秀奈美 千葉大学3 228231 

: 香取 菜穂 千葉大学3 228336 

: ★森谷 風香 千葉大学3 228337 

: ★山岸 夏希 筑波大学3 レンタル 

: 小竹 佳穂 筑波大学2 レンタル 

: ★増澤 すず 筑波大学2 レンタル 

: 佐久間 若菜 筑波大学1 レンタル 

: 宮本 和奏 筑波大学1 185368 

: 八木 千尋 東京農工大学3 レンタル 

: 木村 るび子 立教大学3 221923 

: 立花 和祈 実践女子大学3 221919 

: 増田 風見花 実践女子大学3 221922 

: 飯田 涼芳 実践女子大学2 231451 

: 櫻井 彩菜 相模女子大学4 205196 

: 三浦 やよい 相模女子大学4 205206 

: ★勝山 佳恵 茨城大学3 221578 

: 成澤 春菜 フェリス女学院大学4 501126 

: 村田 茉奈美 フェリス女学院大学3 500351 

: 長崎 早也香 名古屋大学4 208353 

: 出田 涼子 大阪大学2 502186 

: 佐野 萌子 京都女子大学3 505004 

: 羽鳥 咲和 京都女子大学2 226301 

: 佐藤 恵那 奈良女子大学4 レンタル 

: 燈田 真佑子 奈良女子大学4 レンタル 
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12.2 一般の部（男子）スタートリスト  
 

  MUA1（1/2）          参加人数74 
スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:15 山口 広太郎 静岡大学3 220294 

9:16 遠藤 匠真 大阪大学3 504985 

9:17 坂野 翔哉 東京理科大学4  222759 

9:18 石谷 貴英 金沢大学4 208454 

9:19 村本 周平 京都大学2 レンタル 

9:20 伊藤 啓太 福島大学2 210993 

9:21 石井 大成 新潟大学3 レンタル 

9:22 三好 将史 早稲田大学2 502297 

9:23 青芳 龍 東北大学2 228169 

9:24 吉川 隆晃 福島大学2 210685 

9:25 吉原 幸輝 大阪大学3 222933 

9:26 中西 祐樹 京都大学4 レンタル 

9:27 稲岡 雄介 大阪大学3 222932 

9:28 三科 圭史 東京大学4 208506 

9:29 伊藤 光祐 東北大学2 228343 

9:30 坂上 弘輝 横浜市立大学3 196641 

9:31 島崎 誠也 東北大学2 228244 

9:32 角田 貴大 横浜市立大学4 500349 

9:33 小平 修 東北大学3 210741 

9:34 小野 駿介 東京工業大学4 233377 

9:35 藤倉 真太郎 筑波大学4 レンタル 

9:36 佐藤 颯人 一橋大学2 236130 

9:37 石田 晴輝 東京大学2 231456 

9:38 冨山 稜真 千葉大学4 210571 

9:39 小澤 翔 慶應義塾大学4 221798 

9:40 河崎 悠樹 京都大学2 レンタル 

9:41 飯田 泰史 東京大学2 231446 

9:42 友田 雅大 早稲田大学4 222763 

9:43 奥尾 優理 茨城大学3 221792 

9:44 矢野 峻平 大阪大学4 210000 

9:45 瀬川 桃加 東京工業大学3 220358 

9:46 小泉 惇平 東北大学3 200731 

9:47 田口 滉一 東京工業大学2 210029 

9:48 二瓶 勢真 金沢大学2 183026 

9:49 吉田 和生 茨城大学2 210552 

9:50 石上 朗 東北大学4 200428 

9:51 冨田 智司 新潟大学2 レンタル 

9:52 植田 翔大 東京大学4 208561 

9:53 梶川 俊介 東北大学3 210730 

9:54 南雲 裕貴 名古屋大学2 231229 

9:55 久保田 皓貴 慶應義塾大学4 196661 

9:56 岩垣 和也 名古屋大学2 231643 

9:57 重石 尚樹 岩手大学4 レンタル 

9:58 鈴木 佑 金沢大学2 183092 

9:59 齋藤 駿 静岡大学3 220400 

10:00 中原 惇太 東京農工大学4 レンタル 

10:01 岡田 怜真 東京工業大学2 210003 

10:02 谷口 惠祐 東北大学2 228188 

10:03 福山 亮部 京都大学2 レンタル 

10:04 斉藤 凌 東京工業大学4 233270 

10:05 設楽 夏樹 新潟大学3 レンタル 

10:06 和田 康次郎 慶應義塾大学4 221790 

10:07 鈴木 大喜 筑波大学2 レンタル 

10:08 高坂 州 東京大学2 231089 

10:09 川口 真司 名古屋大学2 231745 

10:10 後藤 幸大 東京大学2 231462 

MUA1スタートリストは右上に続く 
 

MUA1（2/2） 左下の続き 

スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

10:11 林 雅人 名古屋大学3 220307 

10:12 佐藤 優伎 静岡大学4 レンタル 

10:13 瀧澤 修人 一橋大学4 レンタル 

10:14 戸澤 貴志 横浜国立大学2 502750 

10:15 深野 広大 慶應義塾大学3 228239 

10:16 西嶋 就平 名古屋大学3 220383 

10:17 久野 元嗣 千葉大学4 210479 

10:18 佐藤 和真 神戸大学3 レンタル 

10:19 齋藤 真矢 新潟大学4 レンタル 

10:20 中村 哲 京都大学4 レンタル 

10:21 湯浅 博晶 北海道大学2 レンタル 

10:22 石田 祐介 金沢大学4 232026 

10:23 熊谷 新吉 岩手大学2 231654 

10:24 小野 裕登 東京農工大学2 114991 

10:25 近藤 吉史 大阪大学4 209685 

10:26 小川 詔太郎 電気通信大学3 レンタル 

10:27 小林 大悟 筑波大学4 220406 

10:28 本田 涼磨 北海道大学3 レンタル 

 

  MUA2（1/2）          参加人数75 
スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:15 古屋 洸 東北大学2 228241 

9:16 中村 直暉 横浜国立大学2 502753 

9:17 室谷 拓冶 東北大学2 228277 

9:18 北川 賢也 横浜市立大学3 228238 

9:19 越智 純毅 京都大学4 レンタル 

9:20 久米 悠介 東北大学2 231592 

9:21 高見澤 翔一 一橋大学2 231082 

9:22 中谷 鴻太 東京工業大学4 501847 

9:23 富田 涼介 東北大学4 220436 

9:24 三瀬 遼太郎 早稲田大学2 502198 

9:25 藤本 拓也 京都大学2 502511 

9:26 檜脇 悠輔 東京工業大学4 233379 

9:27 田中 駿行 大阪大学2 502184 

9:28 河本 将毅 東京大学3 236128 

9:29 沖中 陽幸 京都大学2 レンタル 

9:30 藤原 秀人 大阪大学4 210042 

9:31 渡邊 大地 東北大学2 228173 

9:32 吉田 亘希 北海道大学2 レンタル 

9:33 池田 京史 千葉大学2 205078 

9:34 青田 正樹 新潟大学3 レンタル 

9:35 瀧下 真一 静岡大学3 220287 

9:36 芝山 直希 茨城大学3 161183 

9:37 川田 将太 慶應義塾大学4 220712 

9:38 奥田 陸 千葉大学2 205080 

9:39 吉田 涼哉 金沢大学2 183036 

9:40 桑山 倫博 静岡大学2 220392 

9:41 小山 友綺 金沢大学3 208252 

9:42 廣田 幸起 大阪大学4 210066 

9:43 豊田 修矢 慶應義塾大学3 196660 

9:44 小原 和彦 東京工業大学3 501782 

9:45 渡邊 駿太 新潟大学2 レンタル 

9:46 椎名 渉 東京工業大学3 501781 

9:47 周藤 裕 岩手大学3 231992 

9:48 山本 智士 名古屋大学2 232002 

MUA2スタートリストは次ページに続く 
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MUA2（2/2） 前ページの続き 

スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:49 佐藤 誠也 東北大学3 211118 

9:50 河北 拓人 筑波大学2 レンタル 

9:51 金津 玲於奈 名古屋大学2 231671 

9:52 浜野 奎 慶應義塾大学3 221515 

9:53 八木 颯 東北大学4 200681 

9:54 出口 智士 名古屋大学2 231869 

9:55 青木 惇平 金沢工業大学3 レンタル 

9:56 後藤 和樹 一橋大学2 231455 

9:57 渥美 駿 福島大学4 210655 

9:58 大倉 崚吾 東京工業大学2 210004 

9:59 神谷 孫斗 金沢大学3 208221 

10:00 上村 太城 慶應義塾大学2 502751 

10:01 澤田 陸 名古屋大学2 231627 

10:02 松田 伸拓 大阪大学4 504986 

10:03 梅村 隼人 横浜市立大学3 196641 

10:04 森元 駿介 横浜国立大学3 502038 

10:05 緒方 空人 大阪大学4 209999 

10:06 松本 龍之介 北海道大学4 レンタル 

10:07 森田 夏水 早稲田大学2 183073 

10:08 戸田 聖人 北海道大学4 レンタル 

10:09 杉原 輝俊 茨城大学4 501743 

10:10 平野 光 東京大学4 208305 

10:11 王丸 仁志 東京理科大学3 222773 

10:12 高松 涼 福島大学3 210594 

10:13 山川 登 東京大学2 183075 

10:14 三橋 武史 筑波大学4 レンタル 

10:15 池宮 大稀 東北大学2 228276 

10:16 内山 悠真 筑波大学2 レンタル 

10:17 川名 竣介 東京農工大学2 183115 

10:18 佐藤 世帆 岩手大学2 232066 

10:19 辻岡 尚太朗 金沢大学3 208317 

10:20 濱宇津 佑亮 東京大学3 221817 

10:21 松崎 竜也 東京農工大学2 183173 

10:22 種澤 遼太郎 東北大学2 228171 

10:23 吉井 謙太 静岡大学4 220292 

10:24 豊國 郁人 京都大学2 レンタル 

10:25 近藤 拓実 静岡大学4 レンタル 

10:26 田中 翔大 東京大学4 208495 

10:27 石田 大地 新潟大学2 222732 

10:28 的場 友昭 東京大学3 221821 

10:29 光川 凌 神戸大学4 レンタル 

 

  MUA3（1/3）          参加人数74 
スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:15 大橋 遼 早稲田大学2 222750 

9:16 田中 陽祐 京都大学3 レンタル 

9:17 豊田 伸平 東京大学3 221926 

9:18 木下 涼雅 金沢工業大学4 210113 

9:19 高田 和樹 新潟大学4 レンタル 

9:20 高橋 和総 横浜市立大学3 231842 

9:21 西下 遼介 慶應義塾大学2 502499 

9:22 高橋 郁磨 岩手大学3 231693 

9:23 波多野 僚 東北大学2 228295 

9:24 尾山 直駿 東京工業大学2 209791 

9:25 吉岡 英晃 京都大学3 レンタル 

9:26 大野 弘人 北海道大学2 レンタル 

MUA3スタートリストは右上に続く 
 

MUA3（2/3） 左下の続き 

スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:27 安達 郁哉 筑波大学3 レンタル 

9:28 木下 悠 福島大学4 210434 

9:29 伊藤 直行 名古屋大学2 231668 

9:30 澤村 健司 東京理科大学3 502303 

9:31 國方 敬史 千葉大学4 レンタル 

9:32 井上 雄斗 東北大学3 210735 

9:33 吉田 輝 新潟大学2 レンタル 

9:34 島田 雄史 東京工業大学3 220381 

9:35 長江 源輝 名古屋大学4 220286 

9:36 河渡 智史 筑波大学4 レンタル 

9:37 澤入 圭司 静岡大学2 220296 

9:38 渡辺 鷹志 慶應義塾大学2 502762 

9:39 石井 悠太 横浜国立大学3 231934 

9:40 中島 颯大 筑波大学3 レンタル 

9:41 尾崎 涼太 大阪大学3 196052 

9:42 増田 健也 東京大学4 208552 

9:43 坂梨 敬哉 慶應義塾大学4 221907 

9:44 海老原 稜大 一橋大学2 231399 

9:45 福島 太陽 京都大学4 レンタル 

9:46 斉田 圭吾 東京大学4 208536 

9:47 椛澤 朋之 北海道大学2 レンタル 

9:48 瀧本 優貴 福島大学4 210422 

9:49 原田 慧吾 慶應義塾大学3 502754 

9:50 藤原 真吾 関東学院大学2 505095 

9:51 伊村 公志 名古屋大学3 220283 

9:52 八重樫 篤矢 東北大学2 228189 

9:53 若松 甫 東京工業大学2 233378 

9:54 西村 秀斗 金沢大学2 196348 

9:55 大塩 耕平 筑波大学4 レンタル 

9:56 小池 椋介 京都大学2 レンタル 

9:57 邊見 侑也 東北大学2 228243 

9:58 小池 一輝 一橋大学3 221608 

9:59 岩崎 正嗣 東北大学3 210439 

10:00 佐々木 海斗 岩手県立大学2 レンタル 

10:01 長井 健太 東京農工大学3 レンタル 

10:02 川島 聖也 神戸大学2 502182 

10:03 指田 真純 金沢大学3 208315 

10:04 岩瀬 史明 名古屋大学4 208284 

10:05 西村 肇倫 東北大学3 200742 

10:06 竹内 佑輔 大阪大学2 196055 

10:07 水田 達也 東北大学2 228174 

10:08 市川 渉 東京工業大学3 220377 

10:09 高瀬 弘貴 静岡大学4 レンタル 

10:10 今泉 将 名古屋大学4 208249 

10:11 石川 拓武 東北大学2 228175 

10:12 小松 宗一郎 新潟大学3 レンタル 

10:13 清水 直 東京大学3 221753 

10:14 岩城 大行 大阪大学4 210038 

10:15 川崎 翔 茨城大学3 502617 

10:16 出原 優一 東京大学3 236127 

10:17 藤本 翔太 東京工業大学3 220281 

10:18 常見 圭汰 新潟大学2 222822 

10:19 松永 佳大 京都大学3 レンタル 

10:20 古川 智也 金沢大学3 208352 

10:21 片桐 悟 静岡大学2 220401 

10:22 早川 徹彦 東京農工大学2 レンタル 

10:23 岡本 洸彰 東京大学3 221644 

10:24 硲田 捷将 大阪大学2 502184 

MUA3スタートリストは次ページに続く  
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MUA3（3/3） 前ページの続き  

スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

10:25 池田 大悟 早稲田大学2 502613 

10:26 東森 正貴 横浜市立大学4 レンタル 

10:27 斎藤 滉弥 東北大学2 228242 

10:28 中野 航友 千葉大学4 228340 

 

  MUA4（1/2）          参加人数74 
スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:15 大野 絢平 京都大学2 レンタル 

9:16 福井 智也 大阪大学4 210039 

9:17 望月 ヤマト 茨城大学2 502301 

9:18 波多野 利樹 金沢大学2 183095 

9:19 郷 尚之 新潟大学4 236124 

9:20 吉澤 雄大 慶應義塾大学4 196669 

9:21 加藤 岬 東京大学4 208486 

9:22 千葉 悠斗 横浜市立大学4 レンタル 

9:23 藤本 卓嗣 北海道大学2 レンタル 

9:24 渡邊 俊祐 東京理科大学2 502295 

9:25 丸山 真輝 東北大学3 211147 

9:26 楠 健志 筑波大学3 500443 

9:27 茶谷 知哉 名古屋大学2 231849 

9:28 中野 喬博 東京大学4 208386 

9:29 廣島 和貴 東北大学4 200624 

9:30 大田 雄哉 慶應義塾大学2 232423 

9:31 法月 奏太 東京工業大学2 210001 

9:32 加藤 宏明 名古屋大学3 220327 

9:33 村上 遼太 東京工業大学4 233271 

9:34 三村 公人 神戸大学4 209789 

9:35 山本 明史 京都大学3 レンタル 

9:36 関根 直紀 東北大学4 200576 

9:37 高橋 一平 静岡大学4 220293 

9:38 山本 徳高 岡山大学3 レンタル 

9:39 石田 悠人 大阪大学3 502187 

9:40 内海 瞭 早稲田大学2 502194 

9:41 宮下 旺 横浜国立大学3 505265 

9:42 藤田 純矢 東京工業大学2 220216 

9:43 結城 大瑚 千葉大学3 210377 

9:44 長岡 凌生 東北大学2 228345 

9:45 小野 純哉 新潟大学2 222816 

9:46 茂原 瑞基 慶應義塾大学2 233556 

9:47 井口 悠士 金沢大学4 231847 

9:48 比企野 純一 東京大学2 231227 

9:49 植木 崇司 金沢工業大学3 レンタル 

9:50 鳩 力之介 筑波大学2 レンタル 

9:51 福永 貴弘 東北大学3 210998 

9:52 芦原 和樹 大阪大学4 195990 

9:53 古村 淳吉 北海道大学2 レンタル 

9:54 鈴木 陽介 福島大学2 210901 

9:55 木下 達仁 一橋大学2 231449 

9:56 石田 尚大 岩手大学2 231711 

9:57 佐藤 陽太 横浜市立大学4 レンタル 

9:58 瀬領 勇司 京都大学2 レンタル 

9:59 小野寺 航 東京農工大学4 189851 

10:00 七五三 碧 茨城大学2 502302 

10:01 向 大地 金沢大学2 183089 

10:02 小森 太郎 筑波大学4 レンタル 

10:03 菅原 晨太郎 東北大学2 228172 

MUA4スタートリストは右上に続く  

MUA4（1/2） 左下の続き 

スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

10:04 武田 悠作 東京工業大学4 501848 

10:05 外石 裕太郎 新潟大学2 レンタル 

10:06 清水 俊祐 慶應義塾大学2 231723 

10:07 山口 龍哉 千葉大学2 205257 

10:08 三浦 一将 名古屋大学2 232061 

10:09 三國 稔男 東北大学3 210836 

10:10 木下 雄太 京都大学2 レンタル 

10:11 林 俊充 岩手県立大学2 レンタル 

10:12 山下 政泰 新潟大学2 レンタル 

10:13 白鳥 大毅 静岡大学2 220320 

10:14 青木 健悟 名古屋大学3 220407 

10:15 益村 晃司 広島大学4 レンタル 

10:16 日吉 将大 金沢大学3 208321 

10:17 清川 裕樹 大阪大学4 209684 

10:18 大東 祐汰 東京大学4 208436 

10:19 虎走 脩平 静岡大学2 220288 

10:20 濱本 徹 東京工業大学4 233272 

10:21 今松 亮太 大阪大学2 502185 

10:22 松本 陸 岩手大学2 504987 

10:23 葉山 旺 名古屋大学2 231916 

10:24 稲垣 善太 早稲田大学4 222754 

10:25 大塚 駿 東北大学2 220435 

10:26 佐藤 公洋 東京大学2 231400 

10:27 荒木 亮哉 京都大学2 レンタル 

10:28 澤田 隼弥 東京農工大学3 レンタル 

 

  MUB（1/2）           参加人数36 
スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:15 内田 和志 大阪大学2 232416 

9:16 棚上 裕生 名古屋大学2 231853 

9:17 杉浦 公佑 神戸大学2 232418 

9:18 石井 達也 名古屋大学4 208267 

9:19 稲見 一貴 筑波大学2 レンタル 

9:20 岡本 晟太朗 名古屋大学4 208148 

9:21 古田 陸太 東京大学2 231465 

9:22 天野 靖大 名古屋大学4 208269 

9:23 齋藤 新平 東北大学4 200532 

9:24 脇 慎一郎 名古屋大学2 231945 

9:25 新井 喬之 東北大学4 200420 

9:26 横山 司 筑波大学2 レンタル 

9:27 芦本 陸 名古屋大学2 231753 

9:28 赤井 章吾 東北大学4 200417 

9:29 杉浦 智樹 名古屋大学2 231662 

9:30 仁野平 拓 筑波大学3 レンタル 

9:31 柴山 享佑 東北大学4 200545 

9:32 今堀 仁誠 筑波大学4 レンタル 

9:33 神野 直紀 東京工業大学3 220359 

9:34 高本 章寛 筑波大学2 レンタル 

9:35 澤田 潤 名古屋大学4 208264 

9:36 唐崎 準也 京都大学4 レンタル 

9:37 関塚 大誠 東京理科大学2 222769 

9:38 鈴木 康照 名古屋大学2 231828 

9:39 渡邉 健太郎 筑波大学4 レンタル 

9:40 花川 賢人 名古屋大学3 220408 

9:41 田中 創士 横浜国立大学4 222010 

9:42 黒澤 祐貴 東北大学3 211157 

MUBスタートリストは次ページに続く  
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MUB（2/2） 前ページの続き 

スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:43 三上 拓真 東京大学3 221822 

9:44 橋本 直幸 筑波大学3 レンタル 

9:45 丸山 哲平 名古屋大学2 232003 

9:46 毛利 廣元 東京工業大学3 220290 

9:47 野々村 真誉 京都大学2 レンタル 

9:48 大野 亘毅 筑波大学3 レンタル 

9:49 長良 颯太 名古屋大学4 208354 

9:50 須藤 貴也 筑波大学2 レンタル 

 

  MUF1（1/2）          参加人数86 
スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:15 三浦 開登 東京工業大学1 180504 

9:16 鈴木 京祐 横浜市立大学1 505264 

9:17 豊澤 義文 東京工業大学1 レンタル 

9:18 生田 崚 関東学院大学1 502500 

9:19 大屋 和貴 東京工業大学1 180781 

9:20 伊藤 拓馬 東北大学1 236030 

9:21 天木 祐希 東京工業大学1 209790 

9:22 土屋 祐太朗 京都大学1 レンタル 

9:23 金城 和志 大阪大学1 196076 

9:24 長南 昌吾 新潟大学1 183034 

9:25 三家本 雄貴 広島大学1 レンタル 

9:26 深津 圭祐 新潟大学1 79266 

9:27 磯邉 岳晃 千葉大学1 185398 

9:28 柿沼 晴喜 筑波大学1 レンタル 

9:29 森田 涼介 名古屋大学1 238898 

9:30 柏田 芳樹 一橋大学1 236017 

9:31 石橋 諒 大阪大学1 210072 

9:32 高柳 知朗 筑波大学1 レンタル 

9:33 浜口 哲 京都大学1 レンタル 

9:34 松本 明訓 東京大学1 レンタル 

9:35 鈴木 皓紀 新潟大学1 222823 

9:36 山田 基生 東北大学1 236150 

9:37 五十嵐 央人 金沢大学1 183092 

9:38 小川 一真 早稲田大学1 502493 

9:39 戸塚 務 東北大学1 235938 

9:40 町田 啓 東京農工大学1 180886 

9:41 高野 陽平 神戸大学1 レンタル 

9:42 荒井 純 東北大学1 236140 

9:43 井上 祐人 名古屋大学1 239043 

9:44 高野 智也 東北大学1 236035 

9:45 古殿 直也 東京工業大学1 501021 

9:46 藤永 拓 静岡大学1 レンタル 

9:47 権守 歩斗 東京大学1 レンタル 

9:48 高橋 洸太 東京工業大学1 レンタル 

9:49 池田 直樹 東京大学1 236020 

9:50 山下 聡太 北海道大学1 レンタル 

9:51 相馬 健太 名古屋大学1 238896 

9:52 紅林 亮平 静岡大学1 レンタル 

9:53 野沢 星雅 茨城大学1 239640 

9:54 村山 泰眸 千葉大学1 185412 

9:55 伊藤 拓登 静岡大学1 レンタル 

9:56 長谷川 拓海 新潟大学1 210182 

9:57 清水 慎太郎 静岡大学1 レンタル 

9:58 瀬田 龍之介 金沢大学1 196237 

9:59 土井 一輝 新潟大学1 488139 

MUF1スタートリストは右上に続く 
 

MUF1（2/2） 左下の続き 

スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

10:00 佐藤 健斗 横浜国立大学1 196344 

10:01 久保川 和馬 東京大学1 236022 

10:02 長谷川 野 岩手県立大学1 レンタル 

10:03 稲島 一真 金沢大学1 196611 

10:04 田村 和士 東京農工大学1 183113 

10:05 飯田 晟樹 名古屋大学1 231844 

10:06 倉地 草太 北海道大学1 レンタル 

10:07 唐木 朋也 東北大学1 236041 

10:08 森川 周 東京大学1 196644 

10:09 太田 知也 京都大学1 レンタル 

10:10 南 吏玖 名古屋大学1 502490 

10:11 亀家 貴志 京都大学1 レンタル 

10:12 脇阪 真一 千葉大学1 204892 

10:13 永江 孝太郎 大阪大学1 210069 

10:14 萱沼 優也 早稲田大学1 502508 

10:15 古池 将樹 京都大学1 レンタル 

10:16 窪田 信司 大阪大学1 505106 

10:17 到津 春樹 茨城大学1 239641 

10:18 清水 有希 金沢大学1 196236 

10:19 住吉 将英 名古屋大学1 239000 

10:20 敦澤 奏次郎 北海道大学1 レンタル 

10:21 衣笠 舜登 京都大学1 レンタル 

10:22 篠崎 崇智 東北大学1 236148 

10:23 丸山 ゆう 京都大学1 レンタル 

10:24 八木 勇亮 名古屋大学1 502498 

10:25 嶋崎 渉 東北大学1 236139 

10:26 伊藤 祐 筑波大学1 レンタル 

10:27 勝木 康太 東北大学1 236149 

10:28 蔵西 伸哉 金沢工業大学1 レンタル 

10:29 細川 風輝 静岡大学1 レンタル 

10:30 桃本 一輝 大阪大学1 504982 

10:31 石森 晃 東北大学1 235833 

10:32 浦谷 一輝 新潟大学1 76900 

10:33 服部 洋介 東北大学1 236045 

10:34 濱崎 誠士 大阪大学1 504983 

10:35 大石 洋輔 早稲田大学1 183067 

10:36 板橋 侑樹 東京農工大学1 180569 

10:37 星 歩夢 東北大学1 236026 

10:38 大森 総司 名古屋大学1 239041 

10:39 得能 渉 千葉大学1 185375 

10:40 今井 雅啓 北海道大学1 レンタル 

    

  MUF2（1/3）          参加人数86 
スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:15 棚橋 一樹 名古屋大学1 502496 

9:16 櫻井 悠斗 新潟大学1 79258 

9:17 高橋 英人 一橋大学1 183070 

9:18 石田 健太郎 早稲田大学1 502599 

9:19 櫻井 一樹 東京工業大学1 501744 

9:20 保苅 優 東北大学1 236044 

9:21 谷野 文史 筑波大学1 レンタル 

9:22 宮崎 修平 東北大学1 236137 

9:23 小池 剛大 東京農工大学1 180887 

9:24 石渡 望 東北大学1 236039 

9:25 山内 優太 広島大学1 レンタル 

9:26 西平 楽 東北大学1 236042 

9:27 森山 真希 関東学院大学1 196342 

MUF2スタートリストは次ページに続く 
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MUF2（2/3） 左下の続き 

スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:28 椎名 晃丈 東京大学1 236023 

9:29 棟方 隆司 名古屋大学1 238895 

9:30 清水 裕太 東北大学1 235835 

9:31 佐々木 大雅 大阪大学1 196079 

9:32 白旗 洸太 北海道大学1 レンタル 

9:33 濱口 広 新潟大学1 76968 

9:34 天野 克則 名古屋大学1 239004 

9:35 岩佐 一大 千葉大学1 204946 

9:36 柴山 大侑 新潟大学1 レンタル 

9:37 片岡 佑太 大阪大学1 505105 

9:38 押切 嶺於 東京農工大学1 180786 

9:39 日比 浩喜 東京大学1 236049 

9:40 石崎 建 金沢大学1 196347 

9:41 齋藤 充宏 横浜市立大学1 239291 

9:42 西村 俊亮 東北大学1 235832 

9:43 宮嶋 哲矢 千葉大学1 205056 

9:44 根本 夏林 東京大学1 236048 

9:45 橋本 勇士 千葉大学1 183094 

9:46 佐々木 駿輔 京都大学1 レンタル 

9:47 樫森 康晴 東京工業大学1 180782 

9:48 安部 智晴 名古屋大学1 239002 

9:49 滝沢 壮太 新潟大学1 223036 

9:50 金子 哲士 東北大学1 236043 

9:51 鶴原 啓 東京大学1 236024 

9:52 篠原 幹博 京都大学1 レンタル 

9:53 小林 亮太 岩手県立大学1 504994 

9:54 谷内 優太 神戸大学1 505112 

9:55 中尾 莞人 新潟大学1 76999 

9:56 浅井 寛之 東京大学1 236019 

9:57 徳地 研人 京都大学1 レンタル 

9:58 熊谷 隼 北海道大学1 レンタル 

9:59 長山 真也 金沢工業大学1 レンタル 

10:00 込山 悠生 静岡大学1 レンタル 

10:01 石川 創也 名古屋大学1 502497 

10:02 前田 典歩 筑波大学1 レンタル 

10:03 岡村 春日 大阪大学1 196154 

10:04 田牧 将馬 名古屋大学1 239014 

10:05 谷川 陸吏 大阪大学1 210070 

10:06 豊田 健登 茨城大学1 239653 

10:07 山田 大雅 中央大学1 レンタル 

10:08 屋口 正鷹 早稲田大学1 502597 

10:09 菅野 裕貴 横浜市立大学1 505267 

10:10 櫻木 嵩斗 東京工業大学1 180505 

10:11 本田 明良 静岡大学1 レンタル 

10:12 小寺 義伸 東京工業大学1 501846 

10:13 松本 諒 福島大学1 412131 

10:14 山崎 星雅 京都大学1 レンタル 

10:15 菅沼 友仁 茨城大学1 239639 

10:16 河合 郁弥 京都大学1 レンタル 

10:17 坂本 健悟 東北大学1 236038 

10:18 久保 翔平 金沢工業大学1 レンタル 

10:19 鎌田 和希 新潟大学1 180910 

10:20 水流 尚樹 千葉大学1 204659 

10:21 大石 征裕 東京農工大学1 180830 

10:22 田中 裕太郎 東北大学1 236033 

10:23 加藤 翔伍 静岡大学1 レンタル 

10:24 北條 翔太 金沢大学1 196239 

10:25 奥脇 琢朗 新潟大学1 183032 

10:26 小森  達郎 金沢大学1 196346 

MUF2スタートリストは右上に続く  

MUF2（3/3） 左下の続き 

スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

10:27 谷平 光一 名古屋大学1 238897 

10:28 江野 弘太郎 慶應義塾大学1 505266 

10:29 豊永 雄郎 京都大学1 レンタル 

10:30 渡邊 寛希 金沢大学1 196345 

10:31 吉田 薪史 大阪大学1 505107 

10:32 河野 貴大 東京工業大学1 レンタル 

10:33 清水 駿 東北大学1 235939 

10:34 榊原 諒 大阪大学1 196082 

10:35 石野 正晃 神戸大学1 505108 

10:36 宇佐美 明秀 静岡大学1 レンタル 

10:37 堀江 直人 東北大学1 236141 

10:38 小牧 弘季 筑波大学1 レンタル 

10:39 龍堀 巧 東北大学1 236151 

10:40 村上 淳哉 名古屋大学1 239040 
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12.3 一般の部（女子）スタートリスト 
 

  WUA1              参加人数51 
スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:15 松永 莉弥 宮城学院女子大学3 200747 

9:16 諏訪 夏海 東北大学2 228291 

9:17 山本 優海 実践女子大学2 239121 

9:18 田口 由季 千葉大学4 210553 

9:19 石坪 夕奈 東京農工大学2 183114 

9:20 岡本 ひなの 奈良女子大学3 レンタル 

9:21 浅田 侑子 相模女子大学3 204997 

9:22 青島 千映里 京都女子大学4 505104 

9:23 大類 茉美 フェリス女学院大学4 221786 

9:24 橋爪 佳菜子 椙山女学園大学4 208297 

9:25 川又 美南 東北大学2 228292 

9:26 高橋 利奈 日本女子大学2 502196 

9:27 戸谷 みのり 奈良女子大学3 レンタル 

9:28 小林 美早紀 岩手大学3 232007 

9:29 塚越 真悠子 大阪大学2 502181 

9:30 鈴木 久美子 椙山女学園大学4 208152 

9:31 平松 夕衣 横浜市立大学3 221973 

9:32 鈴木 友紀乃 新潟大学4 502607 

9:33 齋藤 百花 広島大学2 レンタル 

9:34 玉木 沙羅々 静岡大学3 220396 

9:35 篠崎 萌希 横浜市立大学2 501681 

9:36 久野 桃子 椙山女学園大学3 208512 

9:37 田中 優里 奈良女子大学3 レンタル 

9:38 佐藤 あかり 岩手県立大学4 220522 

9:39 吉澤 佳奈 日本女子大学4 222757 

9:40 杉原 未奈 奈良女子大学4 レンタル 

9:41 藤田 真理子 新潟大学2 レンタル 

9:42 星野 詩歩 椙山女学園大学4 208439 

9:43 千葉 香里 宮城学院女子大学3 211095 

9:44 片桐 麻那 名古屋大学4 208346 

9:45 鹿野 梨佳子 実践女子大学2 231448 

9:46 吉澤 佳帆 相模女子大学3 228204 

9:47 佐藤 あおい 実践女子大学4 レンタル 

9:48 塚田 恵理 跡見学園女子大学2 231444 

9:49 中島 緑里 立教大学3 236129 

9:50 湯上 麻貴 北海道大学2 レンタル 

9:51 藤本 朱子 宮城学院女子大学3 211122 

9:52 杉山 真理 相模女子大学2 204682 

9:53 田原 真綺 実践女子大学2 231200 

9:54 山本 穂波 椙山女学園大学4 208185 

9:55 千賀 幸 岩手大学4 レンタル 

9:56 佐藤 理佳 津田塾大学4 221604 

9:57 大野 真由莉 奈良女子大学4 レンタル 

9:58 小林 美咲 十文字学園女子大学2 231090 

9:59 安藤 咲 横浜市立大学4 レンタル 

10:00 新屋 鈴 金沢大学4 196349 

10:01 和田 あゆみ 慶應義塾大学3 502752 

10:02 木本 円花 北海道大学2 レンタル 

10:03 小林 結菜 十文字学園女子大学2 231192 

10:04 鈴木 伽南 京都女子大学2 505103 

10:05 岩田 真依 十文字学園女子大学4 221558 

 
 
 
 
 
 

  WUA2              参加人数52 
スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:15 上妻 紅音 慶應義塾大学4 221809 

9:16 齋藤 七彩 岩手大学2 231720 

9:17 金山 柚佳 京都女子大学4 199575 

9:18 加藤 めぐみ 十文字学園女子大学3 221928 

9:19 土江 千穂 京都女子大学3 505002 

9:20 藤井 菜実 椙山女学園大学4 208176 

9:21 齋藤 恵梨 津田塾大学4 レンタル 

9:22 福山 美矩 椙山女学園大学4 208492 

9:23 松木 めぐみ 広島大学3 レンタル 

9:24 中山 潤子 北里大学2 レンタル 

9:25 篠塚 みずき 横浜市立大学2 502501 

9:26 瀧澤 明希 京都大学4 レンタル 

9:27 太田 希美 椙山女学園大学3 221603 

9:28 
ノーディン

グ 怜奈 
相模女子大学3 205097 

9:29 小野 花織 椙山女学園大学3 231918 

9:30 村山 友梨 十文字学園女子大学3 221896 

9:31 
海老岡 こみ

ち 
横浜市立大学4 レンタル 

9:32 青代 香菜子 東北大学2 228280 

9:33 安永 悦世 奈良女子大学4 レンタル 

9:34 一宮 菜津美 宮城学院女子大学3 210648 

9:35 若山 映令彩 岩手大学4 レンタル 

9:36 澤口 未来 岩手県立大学3 レンタル 

9:37 長濱 夏緒里 新潟大学2 222880 

9:38 二神 菜々美 広島大学3 レンタル 

9:39 鶴本 美樹 大阪大学3 196051 

9:40 金子 奈央 十文字学園女子大学4 221576 

9:41 杉嵜 晏香 相模女子大学3 204549 

9:42 兵藤 瑞穂 実践女子大学3 221921 

9:43 佐藤 瑞弥子 静岡大学3 220395 

9:44 後藤 結 中央大学2 231442 

9:45 佐久間 文香 新潟大学3 レンタル 

9:46 金澤 めぐみ 奈良女子大学3 レンタル 

9:47 山田 千真 宮城学院女子大学3 210905 

9:48 小林 晴美 実践女子大学4 208494 

9:49 三好 花奈 宮城学院女子大学4 200701 

9:50 野村 麻奈 相模女子大学2 205195 

9:51 北川 みのり 実践女子大学2 231402 

9:52 松江 裕子 北海道大学4 レンタル 

9:53 山下 桃子 早稲田大学2 502505 

9:54 河村 優花 名古屋大学2 231387 

9:55 布施谷 綺子 奈良女子大学2 レンタル 

9:56 吉武 もにか 北海道大学3 レンタル 

9:57 菅原 衣織 東京農工大学2 183172 

9:58 伊藤 奈緒 静岡大学3 220394 

9:59 石戸谷 枝美 福島大学3 210645 

10:00 齋藤 文菜 日本女子大学2 502614 

10:01 荻原 沙季 津田塾大学3 レンタル 

10:02 山森 麻未 椙山女学園大学3 221752 

10:03 南 晴香 千葉大学4 210635 

10:04 藤島 志帆 実践女子大学3 231091 

10:05 古谷 直央 横浜市立大学2 501839 

10:06 久野 公愛 日本女子大学2 502195 
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  WUB               参加人数30 
スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:15 金田 満帆 京都女子大学3 199567 

9:16 中島 帆乃香 奈良女子大学2 レンタル 

9:17 松島 優 椙山女学園大学2 231655 

9:18 高橋 夏菜子 奈良女子大学3 レンタル 

9:19 鈴木 沙綾 京都女子大学2 505006 

9:20 坂本 友里子 東北大学4 200540 

9:21 出口 真妃 椙山女学園大学2 231804 

9:22 笛木 瑞歩 筑波大学2 レンタル 

9:23 薮崎 里奈 椙山女学園大学2 231718 

9:24 内堀 百里子 京都女子大学3 199261 

9:25 石田 千佳 椙山女学園大学4 208167 

9:26 瀬戸 みなみ 宮城学院女子大学4 200700 

9:27 中地 未歩 相模女子大学2 205054 

9:28 齊藤 寧々 椙山女学園大学2 232058 

9:29 鎌田 真苗 宮城学院女子大学4 200692 

9:30 潘 晨妍 フェリス女学院大学2 レンタル 

9:31 大西 桜子 奈良女子大学2 レンタル 

9:32 藤谷 彩夏 十文字学園女子大学4 221562 

9:33 山口 仁実 奈良女子大学4 レンタル 

9:34 佐藤 未彩 佐藤 未彩 200696 

9:35 杉山 智美 相模女子大学3 204675 

9:36 井箟 菜月 椙山女学園大学2 231755 

9:37 丁 小萌 東北大学4 レンタル 

9:38 杉原 涼夏 椙山女学園大学2 231758 

9:39 新倉 康子 日本女子大学4 222768 

9:40 佐野 響 筑波大学2 レンタル 

9:41 水谷 文 椙山女学園大学4 208261 

9:42 松岡 天音 東北大学4 200702 

9:43 庄司 陽香 宮城学院女子大学4 200697 

9:44 川治 和奏 奈良女子大学3 レンタル 

 

  WUF（1/2）            参加人数78 
スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:15 藤澤 はる那 京都女子大学1 505005 

9:16 世良 史佳 立教大学1 236153 

9:17 伊藤 咲 京都女子大学1 505003 

9:18 神戸 麻衣 新潟大学1 210396 

9:19 保木 祥声 津田塾大学1 236056 

9:20 河野 珠里亜 新潟大学1 183033 

9:21 高橋 沙希 宮城学院女子大学1 236142 

9:22 古石 春佳 奈良女子大学1 レンタル 

9:23 田村 一紗 横浜市立大学1 240243 

9:24 増田 雅子 京都女子大学1 199671 

9:25 
昆沙賀 菜々

子 
東北大学1 236133 

9:26 佐藤 汐子 佐藤 汐子 236143 

9:27 李 宗霏 北海道大学1 レンタル 

9:28 佐野 成美 十文字学園女子大学1 レンタル 

9:29 中西 未来 京都女子大学1 504999 

9:30 稲邉 穂乃香 東京農工大学1 180570 

9:31 金子 詩乃 日本女子大学1 502596 

9:32 堤 紀子 奈良女子大学1 レンタル 

9:33 栗本 美緒 津田塾大学1 236055 

9:34 林 智歩 相模女子大学1 196671 

9:35 佐々木 萌音 椙山女学園大学1 239009 

WUFスタートリストは右上に続く  

WUF（2/2） 左下の続き 

スタート 

時刻 
氏名 学校・学年 

e-card 

番号 

9:36 田中 弥怜 早稲田大学1 502598 

9:37 清野 幸 横浜国立大学1 505263 

9:38 細谷 柚衣 十文字学園女子大学1 レンタル 

9:39 沢辺 百合 東京理科大学1 レンタル 

9:40 杉山 桃菜 十文字学園女子大学1 レンタル 

9:41 工藤 美空 福島大学1 レンタル 

9:42 佐藤 可菜 宮城学院女子大学1 236146 

9:43 西谷 彩奈 東京理科大学1 502492 

9:44 和波 明日香 椙山女学園大学1 239149 

9:45 酒井 凛 宮城学院女子大学1 236136 

9:46 秋山 美怜 早稲田大学1 レンタル 

9:47 菅原 真優 日本女子大学1 502595 

9:48 中村 沙耶 椙山女学園大学1 239115 

9:49 佐藤 珠穂 法政大学1 236054 

9:50 安藤 瑠乃 椙山女学園大学1 239003 

9:51 橋本 花恵 茨城大学1 239643 

9:52 中野 真優 椙山女学園大学1 239146 

9:53 三木 智海 千葉大学1 185415 

9:54 松田 千果 横浜市立大学1 240242 

9:55 児山 千都 椙山女学園大学1 239114 

9:56 深田 愛理 新潟大学1 210213 

9:57 渡我部 ゆき 名古屋大学1 231864 

9:58 井上 千帆里 相模女子大学1 196708 

9:59 伊部 琴美 名古屋大学1 502491 

10:00 濵野 まりあ 相模女子大学1 505272 

10:01 白土 睦 宮城学院女子大学1 236145 

10:02 藤平 歩 実践女子大学1 236053 

10:03 西川 智美 茨城大学1 210906 

10:04 久住 結香 東北大学1 236134 

10:05 川合 美帆 奈良女子大学1 レンタル 

10:06 畠山 和 横浜国立大学1 505096 

10:07 冨永 万由 早稲田大学1 レンタル 

10:08 小林 祐子 東北大学1 236032 

10:09 平田 沙弥 奈良女子大学1 レンタル 

10:10 木村 瑳月 東北大学1 235940 

10:11 井村 唯 新潟大学1 222821 

10:12 刈谷 まりい 椙山女学園大学1 239005 

10:13 山路 智子 金沢大学1 196240 

10:14 福地 あかり 椙山女学園大学1 239147 

10:15 荒木 さくら 岡山大学1 レンタル 

10:16 時森 きみか 京都女子大学1 504997 

10:17 瀬間 友里加 十文字学園女子大学1 レンタル 

10:18 米山 アン 相模女子大学1 205103 

10:19 三浦 快嶺 福島大学1 レンタル 

10:20 佐田 華澄 椙山女学園大学1 239007 

10:21 清水 桃奈 東北大学1 236014 

10:22 日置 智巳 椙山女学園大学1 239006 

10:23 香取 瑞穂 立教大学1 236152 

10:24 藁谷 美涼 十文字学園女子大学1 レンタル 

10:25 林 利奈 東洋大学1 レンタル 

10:26 藤岡 奈々 京都女子大学1 504998 

10:27 八木橋 まい 東北大学1 236132 

10:28 片岡 茅悠 東京大学1 236159 

10:29 青木 志薫 椙山女学園大学1 239008 

10:30 進藤 緑里 岩手大学1 504994 

10:31 鹿野 慧子 岩手県立大学1 レンタル 

10:32 野中 麻佑子 聖心女子大学1 236154 
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13.1 選手権の部 
 

▼ME（26チーム） 

＜前回大会完走順＞ 

1 金沢大学 

2 名古屋大学 

3 横浜国立大学 

4 東京大学 

5 慶應義塾大学 

6 早稲田大学 

7 東北大学 

8 京都大学 

9 筑波大学 

10 東京工業大学 

11 一橋大学 

12 広島大学 

13 大阪大学 

14 岩手大学 

15 北海道大学 

16 千葉大学 

17 横浜市立大学 

18 東京理科大学 

19 東京農工大学 

20 静岡大学 

21 福島大学 

   

＜以下、学校コード順＞   

31 新潟大学 

32 金沢工業大学 

33 茨城大学 

34 関東学院大学 

35 神戸大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼WE（27チーム） 

＜前回大会完走順＞   

51 東北大学 

52 筑波大学 

53 実践女子大学 

54 金沢大学 

55 名古屋大学 

56 千葉大学 

57 フェリス女学院大学 

58 茨城大学 

59 相模女子大学 

60 奈良女子大学 

61 宮城学院女子大学 

62 岩手大学 

63 大阪大学 

64 京都女子大学 

65 早稲田大学 

66 東京農工大学 

67 椙山女学園大学 

68 横浜市立大学 

69 北海道大学 

70 新潟大学 

71 日本女子大学 

   

＜以下、学校コード順＞   

81 立教大学 

83 十文字学園女子大学 

84 静岡大学 

   

＜以下、申請順＞   

91 横浜国立大学・北里大学混成 

92 慶應義塾大学・東京理科大学混成 

93 中央大学・法政大学・ 

 跡見学園女子大学混成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
リレー競技チーム番号リスト 13 
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13.2 一般の部 
 

▼MUR 
 

学校名 チーム名 チーム番号 

岩手大学 MA 101 

東北大学 MA～MS 102～120 

北海道大学 MA～MD 121～124 

岩手県立大学 MA 125 

福島大学 MA 126 

金沢大学 MA～MG 127～133 

新潟大学 MA～MG 135～141 

金沢工業大学 MA 142 

慶應義塾大学 MA～ME 143～147 

千葉大学 MA～MD 148～151 

筑波大学 MA～MG 152～158 

東京大学 MA～MP 159～174 

東京農工大学 MA～MC 175～177 

横浜国立大学 MA～MB 178～179 

早稲田大学 MA～ME 180～184 

一橋大学 MA～MB 185～186 

東京工業大学 MA～MJ 187～196 

茨城大学 MA～MB 197～198 

横浜市立大学 MA~MB 199～200 

静岡大学 MA～MF 201～206 

名古屋大学 MA～MP 
207～221 

248 

大阪大学 MA～MJ 222～231 

京都大学 MA～MK 232～242 

神戸大学 MA 243 

慶應義塾大学・ 

横浜市立大学混成 
MA 244 

中央大学・ 

東京大学・ 

一橋大学混成 

MA 245 

大阪大学・ 

神戸大学混成 
MA 246 

大阪大学・ 

広島大学・ 

岡山大学混成 

MA 247 

 

 

(要項3.1追記事項) チーム番号を変更 

 

 

▼WUR 
 

学校名 チーム名 チーム番号 

東北大学 WA～WC 301～303 

宮城学院女子大学 WA～WD 304～307 

岩手県立大学 WA 308 

福島大学 WA 309 

新潟大学 WA 310 

千葉大学 WA 311 

筑波大学 WA 312 

実践女子大学 WA～WC 313～315 

相模女子大学 WA～WC 316～318 

日本女子大学 WA 319 

津田塾大学 WA 345 

横浜市立大学 WA 320 

十文字学園女子大学 WA～WC 321～323 

椙山女学園大学 WA～WH 324～331 

京都女子大学 WA～WD 332～335 

奈良女子大学 WA～WE 336～340 

広島大学 WA 341 

東京大学・ 

東洋大学・ 

聖心女子大学混成 

WA 342 

立教大学・ 

津田塾大学混成 
WA 343 

相模女子大学・ 

横浜市立大学混成 
WA 344 

 

▼XUR 
 

学校名 チーム名 チーム番号 

岩手大学 XA 401 

東北大学 XA～XF 402～407 

北海道大学 XA 408 

金沢大学 XA～XB 409,420 

新潟大学 XA～XC 410～412 

千葉大学 XA 413 

筑波大学 XA 414 

東京農工大学 XA 415 

東京理科大学 XA 416 

名古屋大学 XA～XB 417～418 

京都大学 XA 419 

 

一般の部第1走者スタート時の選手の並び順は、各校の第1チーム（チーム名がMA、WA、XA）

が最前列となります。 
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14.1 3月10日(土) ミドル・ディスタンス競技 
 

コード 学校名 
加盟 

員数 
ME WE MUA MUB MUF WUA WUB WUF 出場計 欠場計 

101 岩手大学 30 0 0 7 0 0 4 0 1 12 18 

102 東北大学 115 9 6 35 5 24 3 3 6 91 24 

103 北海道大学 27 1 0 9 0 6 4 0 1 21 6 

142 宮城学院女子大学 19 0 0 0 0 0 6 4 5 15 4 

144 岩手県立大学 15 0 0 2 0 2 2 0 1 7 8 

145 福島大学 25 0 0 7 0 1 1 0 2 11 14 

201 金沢大学 65 5 3 15 0 8 1 0 1 33 32 

203 新潟大学 67 4 1 15 0 13 4 0 4 41 26 

235 金沢工業大学 13 0 0 3 0 3 0 0 0 6 7 

303 慶應義塾大学 31 2 0 16 0 1 2 0 0 21 10 

305 千葉大学 43 0 4 8 0 8 2 0 1 23 20 

306 中央大学 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 

307 筑波大学 48 0 5 13 9 6 0 2 0 35 13 

309 東京大学 64 16 0 23 2 10 0 0 1 52 12 

310 東京農工大学 30 0 1 8 0 6 2 0 1 18 12 

311 東京理科大学 13 0 0 4 1 0 0 0 2 7 6 

313 法政大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

314 武蔵大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

315 横浜国立大学 28 2 0 5 1 1 0 0 2 11 17 

316 立教大学 6 0 1 0 0 0 1 0 2 4 2 

317 早稲田大学 40 4 0 8 0 5 1 0 3 21 19 

319 実践女子大学 22 0 3 0 0 0 8 0 1 12 10 

341 一橋大学 14 1 0 7 0 2 0 0 0 10 4 

342 電気通信大学 17 0 0 1 0 0 0 0 0 1 16 

345 跡見学園女子大学 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

347 東洋大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

348 東洋学園大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

350 相模女子大学 23 0 2 0 0 0 6 2 4 14 9 

356 東京工業大学 46 2 0 20 2 11 0 0 0 35 11 

362 聖心女子大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

364 日本女子大学 13 0 0 0 0 0 3 0 2 7 6 

366 埼玉コンピュータ専門学校 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

367 二松学舎大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

369 津田塾大学 12 0 1 0 0 0 3 3 4 5 7 

372 茨城大学 43 0 1 7 0 4 0 0 2 14 29 

378 横浜市立大学 26 0 0 8 0 3 6 0 2 19 7 

384 関東学院大学 10 0 0 1 0 2 0 0 0 3 7 

385 北里大学 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

390 群馬大学 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

391 十文字学園女子大学 13 0 0 0 0 0 6 1 5 12 1 

395 フェリス女学院大学 4 0 2 0 0 0 1 1 0 4 0 

401 静岡大学 37 0 0 13 0 9 3 0 0 25 12 

402 名古屋大学 74 8 1 19 12 16 2 0 2 60 14 

444 椙山女学園大学 45 0 0 0 0 0 10 8 11 29 16 

501 大阪大学 58 1 1 19 1 12 2 0 0 36 22 

504 京都大学 74 6 0 19 2 13 1 0 0 41 33 

506 神戸大学 18 0 0 4 1 3 0 0 0 8 10 

541 京都女子大学 33 0 2 0 0 0 4 3 6 15 18 

545 奈良女子大学 43 0 2 0 0 0 10 2 4 19 24 

601 広島大学 17 2 0 1 0 2 3 0 0 8 9 

649 岡山大学 8 0 0 1 0 0 0 0 1 2 6 

  計 1344 64 35 297 36 172 103 30 78 815 529 

 

 

 
参加者数一覧 14 
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14.2 3月11日(日) リレー競技 
 

コード 学校名 
加盟 

員数 
ME WE MUR WUR XUR MUS WUS 

出場 

人数計 

欠場

計 

101 岩手大学 30 1 1 1 0 1 0 0 12 18 

102 東北大学 115 1 1 19 3 6 1 0 91 24 

103 北海道大学 27 1 1 4 0 1 0 0 21 6 

142 宮城学院女子大学 19 0 1 0 4 0 0 0 15 4 

144 岩手県立大学 15 0 0 1 1 0 1 0 7 8 

145 福島大学 25 1 0 1 1 0 2 0 11 14 

201 金沢大学 65 1 1 7 0 2 0 0 33 32 

203 新潟大学 67 1 1 7 1 3 2 0 41 26 

235 金沢工業大学 13 1 0 1 0 0 0 0 6 7 

303 慶應義塾大学 31 1 0 5 0 0 0 0 21 10 

305 千葉大学 43 1 1 4 1 1 0 0 24 19 

306 中央大学 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

307 筑波大学 48 1 1 7 1 1 1 0 34 14 

309 東京大学 64 1 0 16 0 0 0 0 53 11 

310 東京農工大学 30 1 1 3 0 1 0 0 18 12 

311 東京理科大学 13 1 0 0 0 1 0 0 7 6 

313 法政大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

314 武蔵大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

315 横浜国立大学 28 1 0 2 0 0 0 0 11 17 

316 立教大学 6 0 1 0 0 0 0 0 4 2 

317 早稲田大学 40 1 1 5 0 0 0 1 22 18 

319 実践女子大学 22 0 1 0 3 0 0 0 12 10 

341 一橋大学 14 1 0 2 0 0 0 0 10 4 

342 電気通信大学 17 0 0 0 0 0 1 0 1 16 

345 跡見学園女子大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

347 東洋大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

348 東洋学園大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

350 相模女子大学 23 0 1 0 3 0 0 1 14 9 

356 東京工業大学 46 1 0 10 0 0 2 0 35 11 

362 聖心女子大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

364 日本女子大学 13 0 1 0 1 0 0 1 7 6 

366 埼玉コンピュータ専門学校 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

367 二松学舎大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

369 津田塾大学 12 0 0 0 1 0 0 0 5 7 

372 茨城大学 43 1 1 2 0 0 2 0 14 29 

378 横浜市立大学 26 1 1 2 1 0 0 0 19 7 

384 関東学院大学 10 1 0 0 0 0 0 0 3 7 

385 北里大学 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

390 群馬大学 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

391 十文字学園女子大学 13 0 1 0 3 0 0 0 12 1 

395 フェリス女学院大学 4 0 1 0 0 0 0 0 3 1 

401 静岡大学 37 1 1 6 0 0 1 0 25 12 

402 名古屋大学 74 1 1 16 0 2 0 0 60 14 

444 椙山女学園大学 45 0 1 0 8 0 0 2 29 16 

501 大阪大学 58 1 1 10 0 0 0 0 38 20 

504 京都大学 74 1 0 11 0 1 2 0 41 33 

506 神戸大学 18 1 0 1 0 0 0 0 8 10 

541 京都女子大学 33 0 1 0 4 0 0 0 15 18 

545 奈良女子大学 43 0 1 0 5 0 0 1 19 24 

601 広島大学 17 1 0 0 1 0 1 0 8 9 

649 岡山大学 8 0 0 0 0 0 0 1 2 6 

 混成  0 3 4 3 0 0 0 - - 

  計 1344 26 28 147 44 19 19 7 818 526 

・ME/WE/MUR/WUR/XURはチーム数、MUS/WUSは人数を記載しています。 
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実行委員長  柳川 梓 (筑波09)   

競技責任者  大嶋 拓実 (東京工業08) 競技副責任者  細淵 晃平 (一橋10) 

運営責任者  多比羅 大 (千葉09) 運営副責任者  宇井 賢 (京都11) 

渉外責任者  中澤 寛典 (名古屋11編)  

ミドルコース設定者  東 将央 (横浜国立12) リレーコース設定者  細川 知希 (名古屋10) 

併設大会責任者  堀田 遼 (東京09)  併設大会副責任者  嵯峨 駿佑 (東北09) 

会計責任者  大西 健夫 (名古屋10)   

広報責任者  藤村 陸 (早稲田11)   

人事責任者  小泉 知貴 (慶應義塾13)   

エントリー責任者  長友 悠 (東京11)   

会場チーフ  小川 茉乃 (茨城13) 会場サブチーフ  銭 昆 (東京09) 

受付チーフ  平井 はるな (千葉12) 受付サブチーフ  小泉 佳織 (津田塾09) 

スタートチーフ  新井 悠功 (新潟10) スタートサブチーフ  古里 亮太 (東京08) 

フィニッシュチーフ  祐谷 大輝 (東京12) フィニッシュサブチーフ 大西 正倫 (東京13) 

演出チーフ  小柴 滉平 (筑波12) 演出サブチーフ  阿部 稜（東北12） 

救護チーフ  森 泰二郎 (東京12) 救護サブチーフ  田中 千晶 (お茶の水10) 

宿泊輸送担当  佐藤 大樹 (東京工業11) 

資材担当   石野 夏幹 (東京10) 

開会式担当  田中 圭 (武蔵野13) 

モデルイベント担当  村瀬 貴紀 (筑波12)   

 

尾崎 高志 (早稲田01) 常住 紗織 (筑波06） 宇川 裕亮 (東京09） 

田村 晃太郎 (東京09) 平方 遥子 (東北09)  結城 克哉 (東京09) 

菅野 敬雅 (東北10 ) 倉本 竜太 (京都10)  山本 淳史 (東京10) 

岩田 健太郎 (東京11) 稲毛 日菜子 (お茶の水11) 小島 拓也 (東京11) 

平木 達也 (東京11)  山本 梨乃 (実践女子11) 千葉 史子 (実践女子12) 

松崎 崇志 (筑波12)  那須 佳祐 (筑波12)  村吉 諄之 (東京12) 

松島 彩夏 (立教13)  榎 智弘 (一橋13)  榎本 有作 (千葉13) 

土田 美和 (横浜市立13) 岡野 仁美 (十文字13) 石神 愛海 (実践女子13) 

小村 彩葵 (実践女子13) 平入 麻衣 (横浜市立13) 梶原 裕希 (東京13) 

 

地図調査者 山川 克則  田中 徹  細川 知希 

  

イベント・アドバイザー  池田 純也 (一橋09) 

イベント・アドバイザー補佐  燧 暁彦 (東京09) 

  

日本学連ミドル・リレー担当理事 海老 成直 (中央04)  

 

※（）内は出身大学と入学年度です 

 
大会役員（2018 年 2 月 14 日時点） 15 
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※ 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。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。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 

 
日本学生オリエンテーリング選手権実施規則  
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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。 

 

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) 

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。 

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長い期間，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。 

(ミドル、ロング) 

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

規程』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
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千分の一で、等高線間隔は2mまたは2.5m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・競技場

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。 

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。 

18.8 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，青と

黄の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

に黒で書かれ，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
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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

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

でなくても)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。 
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(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。 

 

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。 
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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 

・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 3月 9日 改正 

2016年 3月14日 改正 
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1 インカレショートおよびミドル歴代入賞者 

▼ショート・ディスタンス競技（1992年度～2003年度）  
 

試行   1992年10月18日(日) 長野県木曽郡山口村馬籠「夜明け前」 

男子  女子 

1 小長井信宏 京都4 0:19:26  1 渡辺弥生 筑波4 0:18:09 

2 武田光 早稲田3 0:20:14  2 佐藤明子 金沢4 0:19:04 

3 吉村年史 広島2 0:20:33  3 吉川素子 京都3 0:19:08 

4 小山博史 東北4 0:20:53  4 植田佳子 北海道4 0:19:09 

5 藤田晴康 静岡4 0:21:36  5 小西陽子 筑波2 0:19:45 

6 森一申 東京農業4 0:21:37  6 石川恵美子 早稲田4 0:19:59 

 

第1回   1993年10月24日(日) 長野県伊那市ますみヶ丘地区・横山地区「信州伊那高原ますみヶ丘」 

男子  女子 

1 入江崇 東北3 0:29:01  1 山口純子 名古屋2 0:29:05 

2 南条伸穂 学習院4 0:30:51  2 酒井佳子 北海道4 0:29:49 

3 武田光 早稲田4 0:31:35  3 植田佳子 広島3 0:30:14 

4 安良和寿 筑波3 0:32:12  4 志村聡子 早稲田3 0:30:19 

5 森泰祐 山口2 0:32:37  5 高木貴美江 京都橘女子4 0:31:01 

6 鈴木卓弥 東京4 0:32:47  6 片岡由起子 筑波2 0:31:26 

 

第2回   1994年10月9日(日) 宮城県鳴子町鬼首地区「RESORT PARK ONIKOUBE」 

男子  女子 

1 入江崇 東北4 0:23:12         1 田中裕子 筑波2 0:26:00 

2 藤城公久 筑波3 0:26:22        2 志村聡子 早稲田4 0:26:46 

3 太田晃弘 東京2 0:26:31        3 山口純子 名古屋3 0:27:35 

4 野中俊樹 東京4 0:26:53        4 片岡由起子 筑波3 0:28:20 

5 岡安隆史 千葉4 0:26:55        5 稲村仁美 広島4 0:28:42 

6 一瀬建日 京都3 0:27:17        6 中野宏美 静岡4 0:30:38 

 

第3回   1995年10月22日(日) 栃木県今市市「行川II」 

男子  女子 

1 大西淳一 東京4 0:23:49        1 山本康世 国際基督教4 0:20:11 

2 世古口裕史 東京工業3 0:24:25     2 染矢和子 千葉4 0:21:10 

3 藤咲芳春 東京4 0:24:47        3 田中節美 筑波3 0:21:25 

4 太田晃弘 東京3 0:25:03        4 中村正子 筑波3 0:22:13 

5 柿並義宏 東北4 0:25:13        5 岡原桂子 筑波4 0:23:02 

6 山内亮太 早稲田4 0:25:21       6 中尾あずさ 実践女子4 0:24:16 

 

第4回   1996年11月3日(日) 長野県真田町菅平高原「日本ダボス」 

男子  女子 

1 薛孝太郎 京都4 0:18:46  1 中村正子 筑波4 0:16:10 

2 石澤俊崇 早稲田4 0:19:49       2 大西真理子 東京女子4 0:17:25 

3 太田晃弘 東京4 0:19:58  3 山内祐子 日本女子3 0:17:45 

4 桂田靖之 名古屋4 0:20:14       4 田中節美 筑波4 0:17:46 

5 渡辺研也 東北3 0:21:05        5 田中裕子 筑波4 0:17:48 

6 美濃部篤 筑波3 0:21:11        6 堀井亜紀 筑波3 0:18:09 

 

第5回   1997年10月11日(土) 静岡県富士宮市「白糸の滝」 

男子  女子 

1 美濃部篤 筑波4 0:21:34  1 金子恵美 東京女子4 0:24:54 

2 山口大助 千葉4 0:22:08        2 渡辺円香 筑波4 0:25:05 

3 近藤貴文 東京4 0:23:12        3 堀井亜紀 筑波4 0:26:22 

4 白土英治 東北4 0:23:33        4 山内祐子 日本女子4 0:26:40 

5 兼田僚太郎 早稲田2 0:23:52      5 丹羽美智子 東北4 0:27:02 

6 篠原岳夫 筑波2 0:24:09        6 堀出知里 筑波4 0:27:18 

 

 
歴代入賞者および入賞校紹介  
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第6回   1998年9月27日(日) 岐阜県恵那郡坂下町「椛の湖ふれあい村」 

男子  女子 

1 村上健介 筑波4 0:25:24        1 酒井真由美 日本女子3 0:23:00 

2 篠原岳夫 筑波3 0:25:52        2 赤石英美 東京農業4 0:23:25 

3 水嶋孝久 静岡4 0:26:24        3 伊藤恭子 筑波3 0:23:44 

4 高橋善徳 筑波3 0:26:54        4 辻井享子 京都女子4 0:24:03 

5 石井泰朗 東北4 0:27:00        5 吉田奈津子 茨城4 0:24:52 

6 上野大悟 東京3 0:27:14        6 河野真理 日本女子4 0:24:55 

 

第7回   1999年11月14日(日) 栃木県日光市・今市市「日光所野」 

男子  女子 

1 紺野俊介 早稲田3 0:23:43       1 伊藤恭子 筑波4 0:25:08 

2 小野田雄介 東北4 0:24:26       2 近藤寛子 国際基督教4 0:26:26 

3 内山裕史 東京4 0:24:48        3 上松佐知子 筑波3 0:27:26 

4 高橋善徳 筑波4 0:26:06        4 塩田美佐 筑波3 0:27:36 

5 篠原岳夫 筑波4 0:26:33        5 番場洋子 京都2 0:28:02 

6 安井真人 早稲田3 0:26:52       6 安形季見子 千葉3 0:29:21 

 

第8回   2000年11月12日(日) 滋賀県高島郡高島町「ガリバーの森」 

男子  女子 

1 紺野俊介 早稲田4 0:19:49       1 小林啓恵 東北4 0:27:27 

2 加藤弘之 東京3 0:21:41        2 上松佐知子 筑波4 0:28:15 

3 猪飼雅 金沢4 0:22:46               3 古澤裕子 広島2 0:29:53 

4 安井真人 早稲田4 0:23:09           4 番場洋子 京都3 0:30:19 

5 小泉成行 筑波3 0:23:34             5 下村淳子 東北4 0:30:40 

6 蔵田真彦 東京工業2 0:24:00         6 澤田留己 京都女子2 0:31:41 

 

第9回   2001年11月24日(日) 石川県加賀市「加賀海岸」 

男子  女子 

1 禅洲拓 東北3 0:21:57               1 田島聖子 東京女子3 0:22:16 

2 増田佑輔 筑波4 0:22:41             2 番場洋子 京都4 0:23:28 

3 金澤拓哉 東北4 0:22:48             3 黒河幸子 筑波3 0:23:43 

4 小泉成行 筑波4 0:23:23             4 姫野祐子 東北2 0:25:53 

5 新宅有太 京都2 0:23:53             5 高橋ひろみ 慶應義塾4 0:26:43 

6 佐々木良宜 筑波3 0:24:34           6 新宅未笛 筑波4 0:28:08 

 

第10回  2002年11月4日(月) 長野県小県郡真田町菅平高原「菅平牧場」 

男子  女子 

1 青木博人 東京3 0:26:54             1 宮内佐季子 京都2 0:22:04 

2 禅洲拓 東北4 0:27:51  2 黒河幸子 筑波4 0:23:23 

3 堀江守弘 東北3 0:28:02             3 石川裕理 京都4 0:26:12 

4 久野雄介 東京3 0:30:04  4 皆川美紀子 東京農工3 0:26:35 

5 宇田川雅令 東京4 0:30:07           5 田島聖子 東京女子4 0:27:08 

6 楠本俊壮 京都2 0:30:14             6 浅井千穂 京都3 0:28:45 

 

第11回  2003年11月16日(日) 栃木県矢板市・塩谷郡塩谷町「☆彡しおや」 

男子  女子 

1 青木博人 東京4 0:29:53             1 姫野祐子 東北4 0:25:21 

2 小熊武彦 東京4 0:30:01             2 大塚泰恵 金沢4 0:26:47 

3 川上崇史 慶應義塾3 0:30:05  3 原直子 東京女子2 0:27:22 

4 堀江守弘 東北4 0:31:01             4 浅井千穂 京都4 0:27:23 

5 久野雄介 東京4 0:32:14             5 高野麻記子 筑波4 0:27:52 

6 櫻本信一郎 東北4 0:32:27           6 下村佳奈 岩手3 0:28:54 
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▼ミドル・ディスタンス競技［予選・決勝方式］（2004年度～2008年度） 
 

2004年度  2005年3月12日(土) 栃木県日光市・今市市「不動の滝」 

男子  女子 

1 山下智之 東京農工4 0:25:11         1 原直子 東京女子3 0:27:02 

2 坂本貴史 筑波4 0:25:24             2 森澤寿里 奈良女子3 0:27:08 

3 川上崇史 慶應義塾4 0:26:03         3 千葉光絵 宮城学院女子3 0:28:10 

4 高橋雄哉 図書館情報3 0:26:16       4 志度裕子 東京農工3 0:28:27 

5 牧山知彦 東京4 0:26:27             5 菅藤望 金沢4 0:29:41 

6 大西康平 京都2 0:26:32             6 金城千晶 東京女子4 0:29:45 

 

2005年度  2006年3月11日(土) 愛知県岡崎市・新城市「巴川源流」 

男子  女子 

1 大西康平 京都3 0:26:50             1 石山佳代子 日本女子4 0:29:22 

2 茂木尭彦 東京2 0:26:53             2 稲葉茜 筑波2 0:31:09 

3 今井直樹 早稲田4 0:27:07           3 朴峠周子 日本女子4 0:31:25 

4 藤沼崇 新潟3 0:27:20               4 井手恵理子 日本女子2 0:31:41 

5 櫻木伸也 静岡4 0:28:04  5 橋本陽子 日本女子4 0:33:44 

6 平岡雅芸 金沢4 0:28:16  6 峯村綾香 奈良女子4 0:34:33 

 

2006年度  2007年3月10日(土) 栃木県矢板市「矢板温泉～がんばり坂～」 

男子  女子 

1 西村徳真 京都3 0:24:00             1 関谷麻里絵 京都2 0:27:15 

2 真壁啓司 慶應義塾4 0:24:39         2 米谷法子 東京農工4 0:27:39 

3 能勢晃司 京都4 0:24:57             3 岡田瑛美 早稲田4 0:28:32 

4 長縄知晃 東北3 0:24:57             4 井手恵理子 日本女子3 0:28:53 

5 山崎貴彦 東京4 0:25:07  5 豊田安由美 筑波3 0:28:57 

6 千々岩瞳 東北2 0:25:19             6 角田明子 岩手県立4 0:29:04 

 

2007年度  2008年3月8日(土) 奈良県奈良市「吐山」 

男子  女子 

1 日下雅広 東北3 0:26:00  1 関谷麻里絵 京都3 0:30:21 

2 千々岩瞳 東北3 0:27:48             2 千葉妙 筑波4 0:32:04 

3 入谷健元 京都4 0:29:35  3 笠原綾 日本女子4 0:33:19 

4 早瀬悠 茨城4 0:30:01               4 臼倉由起 岩手4 0:33:55 

5 崎田孝文 名古屋3 0:30:34           5 井手恵理子 日本女子4 0:34:01 

6 海老成直 中央4 0:31:14             6 阿部ゆかり 東北3 0:34:49 

 

2008年度  2009年3月20日(金) 神奈川県南足柄市「笹原林道」 

男子  女子 

1 太田貴大 東北4 0:31:09  1 松永真澄 日本女子4 0:31:43 

2 日下雅広 東北4 0:31:11  2 阿部ゆかり 東北4 0:32:55 

3 片岡裕太郎 名古屋3 0:32:34         3 青山由希菜 椙山女学園4 0:36:27 

4 千々岩瞳 東北4 0:32:51             4 永田有佳里 相模女子3 0:37:42 

5 小見山斉彰 千葉4 0:33:00           5 新井宏美 新潟2 0:38:13 

6 崎田孝文 名古屋4 0:33:03  6 本間理紗 東北2 0:38:18 
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▼ミドル・ディスタンス競技［決勝1本レース］（2009年度～） 
 

2009年度  2010年3月13日(土) 栃木県日光市「日光例幣使街道」 

男子  女子 

1 大橋悠輔 東北4 0:43:34  1 高野美春 十文字女子3 0:41:07 

2 小林遼 東京3 0:44:07            2 星野智子 津田塾2 0:42:50 

3 松井健哉 名古屋3 0:44:16         3 鈴木聡子 東北4 0:45:07 

4 山上大智 東京3 0:44:19           4 水野日香里 椙山女学園3 0:46:18 

5 林真一 名古屋4 0:44:40            5 新井宏美 新潟3 0:46:22 

6 片岡裕太郎 名古屋4 0:46:33  6 田村蓉子 東京工業2 0:47:06 

 

2010年度  2011 年3 月12 日(土) 岐阜県中津川市「椛の木の里～坂の上の坂下～」 

男子  女子 

1 山上大智 東京4 0:40:15  1 水野日香里 椙山女学園4 0:38:35 

2 松井健哉 名古屋4 0:42:20            2 高野美春 十文字女子4 0:39:53 

3 大嶋拓実 東京工業3 0:43:03         3 新井宏美 新潟4 0:42:21 

4 宮本佳記 京都4 0:43:07           4 水野綾子 東北4 0:43:01 

5 岡本将志 早稲田4 0:43:53            5 小泉佳織 津田塾2 0:44:07 

6 堀田遼 東京2 0:44:29  6 田村蓉子 東京工業3 0:44:14 

 

2011年度  2012年3月10日(土) 滋賀県野洲市・湖南市・蒲生郡竜王町「青年の城2012」 

男子  女子 

1 細淵晃平 一橋2 0:36:06  1 芦澤咲子 相模女子3 0:31:54 

2 結城克哉 東京3 0:36:18  2 高橋美誉 岩手2 0:32:49 

3 平野弘幸 東北2 0:36:58  3 星野智子 津田塾4 0:35:36 

4 伴毅 京都4 0:37:27  4 稲毛日菜子 お茶の水女子1 0:35:53 

5 太田瑛佑 早稲田4 0:38:09  5 佐野まどか 東北4 0:38:48 

6 北翔太 金沢3 0:38:27  6 小玉千晴 椙山女学園4 0:39:37 

 

2012年度  2013年3月9日(土) 栃木県日光市「日光所野2013」 

男子  女子 

1 結城克哉 東京4 0:39:29  1 稲毛日菜子 お茶の水女子2 0:43:29 

2 真保陽一 東京3 0:40:28  2 高橋美誉 岩手3 0:47:34 

3 三谷洋介 東京4 0:41:02  3 芦澤咲子 相模女子4 0:48:03 

4 尾崎弘和 早稲田2 0:41:13  4 田中千晶 お茶の水女子3 0:50:32 

5 宮西優太郎 東北1 0:41:51  5 小泉佳織 津田塾4 0:53:47 

6 杉村俊輔 東北2 0:42:52  6 大河内恵美 横浜市立3 0:54:06 

 

2013年度  2014年3月8日(土) 栃木県矢板市「矢板日新つつじの里」 

男子  女子 

1 杉村俊輔 東北３ 0:32:00  1 宮川早穂 立教2 0:31:50 

2 松下睦生 京都3 0:32:34  2 高橋美誉 岩手４ 0:32:09 

3 尾崎弘和 早稲田３ 0:32:37  3 横山理恵 金沢4 0:34:17 

4 宮西優太郎 東北2 0:33:16  4 星美沙 椙山女学園3 0:34:50 

5 細川知希 名古屋4 0:33:19  5 大河内恵美 横浜市立4 0:34:51 

6 深田恒 東京2 0:33:47  6 松田沙也加 岩手２ 0:36:53 

 

2014年度  2015年3月7日(土) 愛知県新城市「作手高原」 

男子  女子 

1 松下睦生 京都4 0:37:32  1 稲毛日菜子 お茶の水女子4 0:33:57 

2 宮西優太郎 東北3 0:39:14  2 守屋舞香 椙山女学園3 0:37:04 

3 糸賀翔大 東京4 0:39:15  3 宮川早穂 立教3 0:39:31 

4 尾崎弘和 早稲田4 0:39:33  4 松田沙也加 岩手3 0:42:23 

5 福井悠太 東京3 0:39:58  5 阿部ちひろ 大阪3 0:44:09 

6 糸井川壮大 京都3 0:40:20  6 星美沙 椙山女学園4 0:44:19 
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2015年度  2016年3月12日(土) 栃木県塩谷町「塩谷熊ノ木」 

男子  女子 

1 福井悠太 東京4 0:37:32  1 宮川早穂 立教4 0:35:05 

2 戸上直哉 東京工業4 0:37:34  2 守屋舞香 椙山女学園4 0:35:31 

3 稲森剛 横浜国立1 0:38:27  3 五味あずさ 金沢4 0:37:25 

4 石山良太 名古屋3 0:38:31  4 松田沙也加 岩手4 0:38:03 

5 糸井川壮大 京都4 0:38:34  5 伊東瑠実子 東京4 0:39:45 

6 田中基士 横浜市立4 0:38:37  6 山岸夏希 筑波1 0:41:50 

 

2016年度  2017年3月18日(土) 滋賀県高島市「マロンガーデン マキノ」 

男子  女子 

1 猪俣祐貴 東京4 0:34:36  1 森谷風香 千葉2 0:39:39 

2 渡邊壮 金沢3 0:35:43  2 中村茉菜 早稲田4 0:40:25 

3 前中脩人 東京4 0:35:48  2 山森汐莉 金沢2 0:40:25 

4 小林隆嗣 東北3 0:35:51  4 高橋友理奈 東北2 0:41:41 

5 稲森剛 横浜国立2 0:36:19  5 勝山佳恵 茨城2 0:43:11 

6 高野兼也 新潟3 0:36:23  6 松島彩夏 立教4 0:43:31 
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2 インカレ団体戦およびリレー歴代入賞校 
▼個人戦合計タイムによる団体戦（1978年度～1983年度） 

 

第1回   1979年3月4日(日) 東京都八王子市「青空教室」 

男子  女子 

1 早稲田 （小山・山岸・阿部・川久保） 7:20:09  1 千葉 （上野・飯島・台野） 5:05:35 

2 愛知 （山本・小柳津・建部・野沢） 8:21:36  2 筑波 （江口・上村・広瀬） 6:14:29 

3 千葉 （伴流・河原・加藤・御手洗） 8:23:26  3 横浜国立 （田島・飯島・長崎） 6:15:13 

4 横浜国立 （高尾・粟田口・栗田・新井） 8:24:07  4 静岡 （高田・金子・野沢） 6:30:31 

5 筑波 （保延・小山・雨宮・笹谷） 8:39:29  5 上智 （井手・大野・沢田） 6:52:35 

6 東京 （安藤・小山・大山・松本） 8:53:57  6 愛知 （後藤・中洞・加藤） 7:47:01 

 

第2回   1980年3月9日(日) 埼玉県滑川村・嵐山町 

男子  女子 

1 早稲田 （小山・山岸・阿部・川久保） 5:36:47  1 千葉 （飯島・竹本・宇田川） 4:26:49 

2 横浜国立 （高尾・栗田・新井・粟田口） 5:52:17  2 愛知 （後藤・加藤・富田） 4:46:26 

3 筑波 （小山・笛木・大泉・土屋） 6:02:09  3 上智 （井手・大野・西尾） 4:56:43 

4 上智 （山梨・今泉・今井・奥田） 6:38:45  4 筑波 （広瀬・村田・坂田） 5:27:34 

5 千葉 （伴流・二木・下束・出田） 6:45:15  5 横浜国立 （長崎・原沢・千村） 5:46:14 

6 法政 （岡部・深谷・荒井・金親） 6:45:30  6 早稲田 （島田・岸・柳沢） 6:47:28 

 

第3回   1981年3月8日(土) 茨城県高萩市・十王町「まほろば」 

男子  女子 

1 筑波 （土屋・多田・小山・桜井） 7:37:15  1 横浜国立 （千村・原沢・菅原） 5:48:10 

2 早稲田 （山岸・川久保・豊島・熊倉） 7:43:51  2 千葉 （飯島・宇田川・島田） 6:05:43 

3 東京 （村越・鈴木・福島・配川） 7:52:57  3 筑波 （広瀬・辻・坂田） 6:14:52 

4 愛知 （山本・楠本・杉浦・角谷） 8:11:40  4 愛知 （後藤・野村・加藤） 6:51:54 

5 東京理科 （杉村・後閑・田中・前田） 8:33:07  5 静岡 （高田・中井・二橋） 7:21:46 

6 慶應義塾 （高橋・宇佐美・鈴木・水） 8:34:09  6 上智 （大野・中村・佐藤） 7:27:24 

 

第4回   1982年3月7日(日) 千葉県木更津市「真理谷」 

男子  女子 

1 筑波 （桜井・土屋・相原・多田） 6:56:08  1 筑波 （谷津・村田・新沢） 4:00:39 

2 東京 （村越・鈴木・吉田・福島） 7:05:51  2 横浜国立 （千村・菅原・久保） 4:46:31 

3 早稲田 （豊島・宮川・片桐・益田） 7:14:08  3 千葉 （山口・石田・川口） 4:59:27 

4 中央 （福原・紺野・斉藤・竹崎） 8:24:46  4 山口 （渡辺・提山・薗田） 5:02:14 

5 法政 （斉藤・石井・藤島・深谷） 8:31:13  5 静岡 （高田・二橋・山村） 5:17:38 

6 静岡 （角岡・小祝・早川・鈴木） 8:37:30  6 東京学芸 （中坂・玉腰・国村） 5:27:15 

 

第5回   1983年3月6日(土) 静岡県富士宮市「天子ヶ岳」 

男子  女子 

1 東京 （村越・鈴木・塙・吉田） 6:31:39  1 筑波 （有村・谷津・村田） 4:14:31 

2 筑波 （多田・桜井・小林・相原） 6:52:05  2 千葉 （佐藤・山口・長谷川） 4:18:14 

3 早稲田 （宮川・豊島・今村・茅野） 7:15:35  3 山口 （提山・渡辺・河村） 4:36:18 

4 京都 （井上・太矢・飛松・伊中） 7:23:33  4 広島 （須山・志和・渡辺） 4:57:32 

5 東北 （松島・後藤・早野・松尾） 7:45:08  5 横浜国立 （久保・井上・佐藤） 5:06:21 

6 山口 （木村・大森・石本・坂谷） 7:51:19  6 東京 （橋本・浦上・志摩） 5:12:30 

 

第6回   1984年3月4日(土） 大阪府豊能町・京都府京都市「摂丹街道」 

男子  女子 

1 東京 （福島・塙・大橋・佐藤） 8:03:58  1 千葉 （佐藤・鶴岡・長谷川） 5:55:50 

2 横浜国立 （桜井・金井・伊藤・板垣） 8:31:29  2 筑波 （新沢・有村・竹沢） 6:04:23 

3 早稲田 （宮川・今村・岩本・茅野） 8:59:23  3 広島 （須山・渡辺・半田） 7:00:16 

4 筑波 （相原・小林・中田・丸山） 9:04:28  4 山口 （渡辺・沖・提山） 7:27:29 

5 立命館 （加田・奥・浜上・坪内） 9:25:57  5 早稲田 （宮本・森・篠山） 7:45:56 

6 千葉 （斎藤・藤川・工藤・林） 9:35:55  6 図書館情報 （秋山・岡坂・辰巳） 7:46:56 
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▼リレー競技［男子4人、女子3人］（1984年度～2003年度） 
 

第7回   1985年3月17日(日) 栃木県日光市・今市市「七里」 

男子  女子 

1 早稲田 （庄田・飯山・宮川・今村） 4:22:21  1 筑波 （有村・小林・新沢） 2:55:37 

2 千葉 （山本・林・石原・斎藤） 4:25:39  2 千葉 （鶴岡・長谷川・佐藤） 3:05:21 

3 東京 （佐藤・山川・大橋・塙） 4:30:06  3 図書館情報 （松井・岡坂・秋山） 3:14:27 

4 京都 （片山・辻村・山根・長谷川） 4:32:14  4 お茶の水女子 （吉田・宅間・加藤） 3:19:04 

5 筑波 （鴻野・植竹・丸山・花田） 4:35:12  5 早稲田 （篠山・森・宮本） 3:46:41 

6 慶應義塾 （藤井・竹野・小泉・中島） 4:55:51  6 広島 （森好・家入・渡辺） 3:53:32 

 

第8回   1986年3月16日(日) 長野県駒ヶ根市・高森町「駒ヶ根高原」 

男子  女子 

1 名古屋 （小林・瀬口・落合・稲葉） 4:21:36  1 筑波 （深田・小林・有村） 3:06:00 

2 早稲田 （小野・飯山・今村・白戸） 4:24:00  2 お茶の水女子 （平野・宅間・吉田） 3:08:10 

3 千葉 （斉藤・山本・林・石原） 4:24:47  3 千葉 （林・加藤・鶴岡） 3:22:45 

4 東京 （泉・戸田・広江・佐藤） 4:43:51  4 日本女子 （伊藤・村松・三沢） 3:32:26 

5 東京農工 （根橋・竹内・藤本・佐藤） 4:44:02  5 山口 （大須賀・川口・弥源治） 3:39:07 

6 京都 （長谷川・辻村・山根・金沢） 4:51:54  6 早稲田 （篠山・森・宮本） 3:44:21 

 

第9回   1987年3月15日(日) 愛知県蒲郡市・作手村・下山村・額田町「巴川源流」 

男子  女子 

1 東京 （伊藤・広江・泉・佐藤） 3:29:43  1 筑波 （深田・稲田・小林） 2:39:10 

2 千葉 （香取・柳沢・草野・山本） 3:38:54  2 千葉 （森戸・嶋田・加藤） 2:50:52 

3 筑波 （稲垣・田中・伊東・植竹） 3:39:48  3 お茶の水女子 （原・平野・吉田） 2:59:41 

4 静岡 （松山・赤松・吉野・平井） 3:44:04  4 日本女子 （村松・三沢・林） 3:20:51 

5 早稲田 （小野・篠崎・飯山・白戸） 3:46:13  5 京都 （若林・竹内・川上） 3:27:15 

6 神戸 （橋本・大西・瀧川・中島） 3:49:50  6 静岡 （菊川・鈴木・佐藤） 3:29:02 

 

第10回  1988年3月13日(日) 群馬県安中市・松井田町・妙義町「妙義・高田川」 

男子  女子 

1 東北 （吉田・岩倉・萩原・上島） 4:32:13  1 お茶の水女子 （黒田・小久保・剱持） 2:33:10 

2 東京 （大佐・樋口・広瀬・伊藤） 4:35:44  2 筑波 （杉本・高田・深田） 2:36:21 

3 千葉 （斎藤・細家・金田・香取） 4:39:02  3 千葉 （森戸・田中・嶋田） 2:47:47 

4 筑波 （稲垣・元木・植竹・伊東） 4:41:30  4 大阪市立 （木南・綿谷・久保） 3:02:00 

5 横浜国立 （田代・金田・佐藤・爪川） 4:50:24  5 山口 （松崎・大岩・古川） 3:23:07 

6 早稲田 （羽鳥・井上・篠崎・前野） 4:51:11  6 京都女子 （秋山・菱沼・平井） 3:26:30 

 

第11回  1989年3月12日(日) 奈良県奈良市・桜井市・榛原町・都祁村・室生村「大和高原」 

男子  女子 

1 早稲田 （斉藤・川又・羽鳥・前野） 4:14:57  1 お茶の水女子 （山本・小久保・黒田） 2:56:35 

2 筑波 （竹下・山本・元木・伊東） 4:18:42  2 千葉 （佐藤・伊勢・田中） 2:59:50 

3 京都 （市橋・中村・岡田・鈴木） 4:21:00  3 相模女子 （鳥村・栗山・金子） 3:06:05 

4 大阪 （土屋・三谷・玉木・井上） 4:26:09  4 横浜国立 （金子・田口・河内） 3:07:04 

5 慶應義塾 （小寺・高橋・飯塚・清水） 4:34:38  5 筑波 （熊林・白井・堀） 3:23:08 

6 東京 （染谷・大佐・樋口・広瀬） 4:35:04  6 京都 （竹内・川上・若林） 3:32:03 

 

第12回  1990年3月18日(日) 埼玉県秩父市・横瀬町「武甲山」 

男子  女子 

1 東北 （菊池・土方・萩原・松尾） 3:48:23  1 筑波 （熊林・石田・白井） 2:17:06 

2 早稲田 （佐藤・宅間・斉藤・天野） 3:51:20  2 日本女子 （西連寺・近藤・田垣） 2:30:36 

3 千葉 （森内・青木・錦戸・座間） 3:54:48  3 横浜国立 （河内・田口・金子） 2:30:46 

4 慶應義塾 （丸岡・小寺・高橋・小河原） 3:54:49  4 静岡 （佐藤・鈴木・佐藤） 2:39:12 

5 大阪 （土屋・佐賀・宇多・小林） 4:05:39  5 津田塾 （岸田・谷口・大渡） 2:43:54 

6 東京 （木嶋・梶谷・鹿島田・樋口） 4:05:56  6 早稲田 （田中・松波・瀬尾） 2:48:38 
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第13回  1991年3月17日(日) 岐阜県中津川市・恵那市・坂下町・福岡町・川上村・長野県南木曽町・山口村「椛の湖」 

男子  女子 

1 京都 （綿貫・小長井・中村・村井） 4:32:43  1 筑波 （熊林・白井・石田） 2:49:28 

2 早稲田 （宅間・佐藤・佐藤・松葉） 4:36:22  2 横浜国立 （林田・岡田・金子） 2:55:21 

3 千葉 （鯨岡・高橋・鳥川・青木） 4:38:54  3 日本女子 （西連寺・近藤・田垣） 2:59:42 

4 大阪 （久保・小林・佐賀・土屋） 4:40:18  4 静岡 （鈴木・平山・清水） 3:02:56 

5 筑波 （上野・加賀屋・高橋・高橋） 4:41:14  5 千葉 （濱田・今村・福士） 3:04:47 

6 東京 （山田・大井・鹿島田・清野） 4:46:49  6 京都女子 （加納・花岡・浅川） 3:09:22 
 

第14回  1992年3月15日(日) 栃木県今市市・日光市「日光所野」 

男子  女子 

1 東京 （岩本・鹿島田・鈴木・竹澤） 3:50:06  1 筑波 （小西・石田・折笠） 2:16:12 

2 東北 （小山・高橋・入江・菊池） 3:50:34  2 千葉 （草野・濱田・福士） 2:20:08 

3 京都 （川前・中村・村井・小長井） 3:53:06  3 日本女子 （大山・渡邊・渡辺） 2:21:34 

4 筑波 （中嶋・砂川・加賀屋・上野） 3:59:25  4 静岡 （清水・平山・佐藤） 2:25:39 

5 慶應義塾 （志賀・小河原・稲津・中村） 4:09:11  5 広島 （川上・植田・石黒） 2:30:22 

6 早稲田 （佐藤・武田・松葉・原） 4:12:58  6 早稲田 （馬場・志村・金並） 2:32:50 
 

第15回  1993年3月14日(日） 滋賀県大津市・土山町・志賀町「笹路川」 

男子  女子 

1 東京 （桜井・鈴木・山本・鹿島田） 3:45:41  1 広島 （植田・稲村・石黒） 2:25:15 

2 東北 （高橋・小山・入江・安斉） 3:46:33  2 相模女子 （大村・苗村・奥山） 2:27:26 

3 京都 （白神・平田・小長井・川前） 3:53:28  3 静岡 （原・金田・中野） 2:28:19 

4 千葉 （吉村・高橋・岡安・佐々木） 3:55:42  4 筑波 （小西・渡辺・角） 2:29:35 

5 筑波 （中嶋・砂川・松下・山田） 3:56:24  5 京都橘女子 （橋本・蘆田・高木） 2:37:26 

6 広島 （山根・内海・尾川・吉村） 3:56:55  6 津田塾 （渡辺・伊藤・千葉） 2:37:28 
 

第16回  1994年3月13日(日) 群馬県渋川市・伊香保町・東村「行幸田」 

男子  女子 

1 東北 （高島・土井・安斉・入江） 4:13:55  1 早稲田 （金並・志村・馬場） 2:39:18 

2 東京 （野中・山本・桜井・鈴木） 4:18:31  2 静岡 （中野・原・金田） 2:39:46 

3 京都 （一瀬・白神・瀧澤・小林） 4:32:50  3 広島 （三明・稲村・植田） 2:40:36 

4 北海道 （大澤・大川・川井・野田） 4:35:03  4 筑波 （片岡・山下・坂元） 2:45:55 

5 千葉 （吉村・岡安・佐々木・毛利） 4:40:11  5 京都橘女子 （橋本・鳥羽・高木） 2:49:27 

6 広島 （山根・吉村・内海・尾川） 4:40:30  6 日本女子 （石川・寺澤・岡部） 2:54:33 
 

第17回  1995年3月12日(日) 静岡県富士市・富士宮市・裾野市「表富士一合目」 

男子  女子 

1 筑波 （小海・藤城・川田・安良） 4:21:40  1 津田塾 （三宅・伊藤・千葉） 2:32:47 

2 千葉 （須藤・小泉・岡安・佐々木） 4:27:24  2 筑波 （小山・片岡・田中） 2:35:43 

3 東北 （土井・入江・野田・松澤） 4:30:08  3 広島 （稲村・三明・植田） 2:39:31 

4 東京 （藤咲・野中・太田・清谷） 4:30:40  4 静岡 （原・金田・中野） 2:45:07 

5 東京工業 （斎藤・太田・世古口・平山） 4:36:35  5 千葉 （千葉・斉藤・染矢） 2:51:00 

6 早稲田 （羽柴・山内・石澤・寺井） 4:36:48  6 東京女子 （大西・吉澤・青木） 2:53:57 
 

第18回  1996年3月10日(日) 栃木県今市市・日光市「所野1.1」 

男子  女子 

1 東北 （寺内・土井・柿並・野田） 3:47:34  1 筑波 （中村・小山・片岡） 2:31:42 

2 東京 （野上・藤咲・太田・大西） 3:52:48  2 北海道 （谷口・河野・池田） 2:47:48 

3 京都 （田井・薛・柳瀬・諏訪） 3:59:13  3 東北 （小林・丹羽・清水） 2:49:06 

4 筑波 （美濃部・藤城・加曽利・上水） 4:00:21  4 千葉 （藤本・中里・染矢） 2:49:21 

5 北海道 （佐々木・大川・坂井・野田） 4:02:10  5 新潟 （大久保・小林・照井） 2:52:49 

6 千葉 （鈴木・小泉・土屋・山口） 4:05:28  6 奈良女子 （後藤・中村・佐藤） 2:58:21 
 

第19回  1997年3月9日(日) 奈良県奈良市・桜井市・榛原町・都祁村「大和高原都介野」 

男子  女子 

1 京都 （土屋・工藤・和城・薛） 4:13:23  1 新潟 （高野・梁取・小林） 2:38:41 

2 東北 （寺内・渡辺・佐藤・出島） 4:25:40  2 筑波 （中村・堀井・堀出） 2:38:52 

3 慶應義塾 （遠山・内田・鈴木・北村） 4:37:01  3 東北 （清水・高浪・丹羽） 2:43:06 

4 筑波 （斉藤・美濃部・加曽利・加々美） 4:39:12  4 奈良女子 （野村・井上・後藤） 2:49:37 

5 早稲田 （兼田・羽柴・石澤・内藤） 4:40:11  5 東京女子 （長濱・金子・大西） 2:51:49 

6 静岡 （江崎・水嶋・塩崎・北原） 4:48:39  6 津田塾 （大矢・青木・池田） 2:53:42 
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第20回  1998年3月8日(日) 茨城県高萩市・里美村「里美牧場」 

男子  女子 

1 東北 （渡辺・小野田・佐藤・石井） 3:49:48  1 日本女子 （酒井・山内・石原） 2:44:12 

2 東京 （上野・近藤・上杉・北川） 3:58:30  2 筑波 （佐々木・堀井・渡辺） 2:45:27 

3 京都 （平井・源後・相川・土屋） 4:03:16  3 奈良女子 （山崎・堀川・野村） 2:50:08 

4 千葉 （岩下・山口・青柳・向囿） 4:03:49  4 京都橘女子 （杉本・北村・山浦） 2:51:16 

5 筑波 （斉藤・小暮・美濃部・村上） 4:03:50  5 東北 （高浪・清水・丹羽） 2:52:27 

6 静岡 （田濃・寺本・水嶋・北原） 4:17:42  6 千葉 （安形・林・藤川） 2:54:37 
 

第21回  1999年3月14日(日) 山口県山口市・秋芳町・美東町「秋吉台」 

男子  女子 

1 東京 （西脇・上野・内山・安保） 4:26:41  1 筑波 （上松・伊藤・大谷） 2:52:40 

2 東北 （金谷・田村・小野田・石井） 4:27:47  2 京都橘女子 （佐藤・安井・山浦） 3:03:11 

3 筑波 （篠原・山口・高橋・村上） 4:33:27  3 京都 （橋本・番場・高橋） 3:11:21 

4 新潟 （真秀・中島・北川・森下） 4:54:25  4 京都女子 （清水・辻井・藤原） 3:21:39 

5 京都 （金井塚・坂本・平井・源後） 4:56:51  5 東北 （池田・下村・小林） 3:23:24 

6 慶應義塾 （斉藤・平石・鈴木・大曽根） 4:58:37  6 日本女子 （河野・酒井・葛城） 3:25:13 
 

第22回  2000年3月12日(日) 栃木県今市市・日光市「日光口磐裂の霊水」 

男子  女子 

1 早稲田 （西村・安井・紺野・清水） 4:07:26  1 筑波 （塩田・上松・伊藤） 2:20:35 

2 東京 （加藤・内山・西脇・上野） 4:20:22  2 東北 （下村・池田・小林） 2:42:50 

3 筑波 （谷野・高橋・篠原・吉村） 4:21:35  3 日本女子 （長田・酒井・葛城） 2:58:15 

4 京都 （深川・許田・西村・田之村） 4:43:38  4 京都橘女子 （上田・横江・北山） 3:00:58 

5 東北 （田村・八巻・金澤・小野田） 4:47:55  5 図書館情報 （横室・加藤・山田） 3:08:32 

6 千葉 （中村・緒方・梅原・吉川） 4:50:09  6 慶應義塾 （山根・岡田・高橋） 3:11:02 
 

第23回  2001年3月11日(日) 愛知県作手村・新城市「作手高原白鳥」 

男子  女子 

1 早稲田 （西村・安井・大塚・紺野） 3:24:55  1 筑波 （塩田・上松・二俣） 2:22:39 

2 京都 （大北・許田・西尾・西村） 3:30:57  2 東北 （池田・井上・小林） 2:24:16 

3 筑波 （佐々木・小泉・野口・増田） 3:31:13  3 京都 （杉山・石川・番場） 2:40:56 

4 東北 （梶谷・金澤・船津・禅洲） 3:38:31  4 静岡 （田澤・古橋・森田） 2:44:54 

5 東京 （宇田川・降旗・加藤・石原） 3:45:11  5 京都橘女子 （上田・塩田・横江） 2:46:16 

6 北海道 （長谷川・金築・後藤・大嶋） 3:50:19  6 千葉 （藤田・蓬莱・佐藤） 2:47:10 
 

第24回  2002年3月10日(日) 栃木県矢板市・塩谷町「番匠峰古墳」 

男子  女子 

1 京都 （岡野・西尾・新宅・許田） 3:59:53  1 東京女子 （田島・川島・山本） 3:02:53 

2 東京 （青木・加藤・久野・降旗） 4:00:17  2 東北 （本多・姫野・半澤） 3:03:00 

3 早稲田 （知念・纓坂・寺垣内・榎本） 4:10:21  3 筑波 （黒河・高野・二俣） 3:03:14 

4 東北 （堀江・禅洲・菅原・金澤） 4:14:28  4 千葉 （蓬莱・原・高瀬） 3:22:20 

5 筑波 （武政・佐々木・増田・小泉） 4:20:03  5 京都橘女子 （塩田・横澤・松田） 3:24:58 

6 新潟 （中野・樺沢・大竹・今福） 4:29:46  6 相模女子 （望月・鈴木・井手） 3:25:11 
 

第25回  2003年3月9日(日)  愛知県東加茂郡下山村「田代」 

男子  女子 

1 東京 （小熊・久野・青木・宇田川） 3:20:57  1 筑波 （河野・高野・黒河） 2:43:09 

2 早稲田 （知念・纓坂・立花・寺垣内） 3:26:39  2 京都 （龍野・浅井・石川） 2:43:14 

3 京都 （岡野・新宅・吉田・西尾） 3:27:46  3 東京女子 （田島・上野・川島） 2:50:03 

4 東京工業 （井ノ川・蔵田・斎藤・徳江） 3:42:53  4 奈良女子 （藤原・宮下・江田） 2:57:55 

5 北海道 （岡崎・西岡・佐野・井上） 3:44:22  5 宮城学院女子 （櫻井・高橋・高橋） 3:09:03 

6 東北 （櫻本・堀江・浜田・禅洲） 3:49:22  6 千葉 （花木・原・掛谷） 3:10:19 
 

第26回  2004年3月14日(日) 三重県名賀郡青山町「青山高原」 

男子  女子 

1 東京 （山崎・久野・小熊・青木） 2:44:06  1 千葉 （掛谷・花木・原） 2:21:27 

2 東北 （櫻本・堀江・浜田・鉾立） 2:46:36  2 筑波 （杉崎・大保・高野） 2:23:08 

3 京都 （長谷川・吉田・小野田・新宅） 2:50:04  3 東京農工 （高木・志度・皆川） 2:27:59 

4 東京農工 （弾塚・山下・菊地・井上） 2:56:19  4 宮城学院女子 （櫻井・千葉・高橋） 2:32:31 

5 静岡 （櫻木・李・小田村・内藤） 3:06:56  5 日本女子 （朴峠・石山・中野） 2:44:04 

6 金沢 （中澤・天谷・山越・松室） 3:10:48  6 京都 （伊東・若木・浅井） 2:47:04 
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▼リレー競技［男子3人、女子3人（全区間等距離）］（2004年度～2008年度） 
 

2004年度  2005年3月13日(日) 栃木県日光市・今市市「不動の滝」 

男子  女子 

1 東北 （小林・後藤・鉾立） 2:19:14  1 日本女子 （朴峠・石山・橋本） 2:14:57 

2 筑波 （田村・宮川・坂本） 2:20:29  2 東京農工 （高木・米谷・志度） 2:25:21 

3 京都 （保呂・大西・小野田） 2:23:31  3 奈良女子 （水野・峯村・森澤） 2:29:39 

4 早稲田 （今野・今井・尾崎） 2:29:59  4 宮城学院女子 （千葉・荒井・門間） 2:30:52 

5 金沢 （鶴田・天谷・松室） 2:30:00  5 東京女子 （金城・車・原） 2:33:39 

6 東京農工 （井上・山下・菊地） 2:30:08  6 千葉 （岡・宮澤・花木） 2:33:54 

 

2005年度  2006年3月12日(日) 愛知県岡崎市・新城市「水別【知】」 

男子  女子 

1 京都 （高田・津國・大西） 2:39:30  1 日本女子 （朴峠・石山・橋本） 2:59:01 

2 東北 （高橋・永井・後藤） 2:39:44  2 奈良女子 （水野・峯村・森澤） 2:59:44 

3 東京 （佐藤・茂木・山崎） 2:48:08  3 宮城学院女子 （千葉・門間・荒井） 3:05:14 

4 静岡 （西山・青木・櫻木） 2:51:06  4 岩手 （工藤・幸村・臼倉） 3:07:36 

5 名古屋 （小林・吉岡・樽見） 2:53:34  5 筑波 （豊田・伊東・稲葉） 3:11:04 

6 北海道 （池・真名垣・山口） 2:54:02  6 新潟 （喜多村・川上・吉田）  3:20:57 

 

2006年度  2007年3月11日(日) 栃木県矢板市「矢板温泉～がんばり坂～」 

男子  女子 

1 東北 （長縄・日下・岡崎） 2:33:45  1 日本女子 （松永・井手・笠原） 2:53:39 

2 京都 （大西・津國・西村） 2:35:44  2 筑波 （豊田・稲葉・千葉） 2:53:41 

3 東京 （佐藤・山崎・茂木） 2:36:51  3 相模女子 （釼持・永田・高橋） 3:17:56 

4 新潟 （藤本・土田・藤沼） 2:40:53  4 岩手 （工藤・幸村・臼倉） 3:21:57 

5 早稲田 （景山・神山・田久保） 2:45:27  5 宮城学院女子 （菊池・福原・柳川） 3:29:36 

6 名古屋 （崎田・寺村・吉岡） 2:47:42  6 金沢 （仲・伊藤・小林） 3:30:09 

 

2007年度  2008年3月9日(日) 奈良県奈良市「吐山」 

男子  女子 

1 名古屋 （寺村・小林・崎田） 2:27:41  1 日本女子 （松永・井手・笠原） 2:09:53 

2 東北 （林・長縄・日下） 2:31:47  2 筑波 （豊田・稲葉・千葉） 2:13:32 

3 京都 （入谷・稲垣・西村） 2:35:53  3 東北 （鈴木・本間・阿部） 2:34:26 

4 早稲田 （景山・神山・山本） 2:38:48  4 京都女子 （田川・安井・小西） 2:55:12 

5 千葉 （古澤・谷口・小見山） 2:41:36  5 相模女子 （永田・内田・高野） 2:56:24 

6 筑波 （青山・川添・大杉） 2:42:30  6 茨城 （栗田・畑岡・今井） 2:56:29 

 

2008年度  2009年3月21日(土) 神奈川県南足柄市「雨坪・広町」 

男子  女子 

1 名古屋 （松井・寺村・崎田） 2:20:21  1 東北 （江幡・本間・阿部） 3:03:06 

2 新潟 （土屋・宗形・木村） 2:33:29  2 椙山女学園 （花井・疋田・青山） 3:06:18 

3 東北 （太田・日下・千々岩） 2:36:41  3 日本女子 （田代・松永・宮崎） 3:11:46 

4 千葉 （古澤・谷口・小見山） 2:37:56  4 筑波 （白形・常住・山本） 3:33:22 

5 東京 （田中・太田・林） 2:48:45  5 相模女子 （永田・池澤・高野） 3:42:29 

6 東京工業 （高野・柴本・古谷） 2:48:59  6 東京農工 （勝田・村松・阿久津） 3:52:09 
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▼リレー競技［男子3人、女子3人（区間毎の距離変更可能）］（2009年度～） 
 

2009年度  2010年3月14日(日) 栃木県日光市「日光例幣使街道」 

男子  女子 

1 東京 （小林・田中・山上） 2:15:41  1 椙山女学園 （柴田・小玉・水野） 2:26:48 

2 名古屋 （松井・林・片岡） 2:17:45  2 東北 （大沼・佐野・鈴木） 2:32:18 

3 東北 （田邉・三森・大橋） 2:27:21  3 宮城学院女子 （菊池・竹之内・後藤） 2:41:03 

4 早稲田 （岡本・太田・水木） 2:30:47  4 岩手 （畠山・江口・根本） 2:45:51 

5 新潟 （立川・久保・田仲） 2:37:50  5 東京農工 （村松・勝田・阿久津） 2:52:35 

6 京都 （宮本・栄森・伴） 2:42:11  6 金沢 （高橋・安部・野口） 3:06:39 

 

2010年度  2011年3月13日(日) 岐阜県中津川市「椛の木の里～坂の上の坂下～」 

男子  女子 

1 東京 （小林・結城・山上） 2:29:01  1 椙山女学園 （小玉・柴田・水野） 2:31:34 

2 名古屋 （内田・瀧本・松井） 2:37:05  2 実践女子 （小栁・渡邉・浅川） 2:34:51 

3 東北 （三森・佐藤・田邊） 2:40:02  3 東北 （水野・大沼・佐野） 2:42:31 

4 早稲田 （岡本・谷口・太田） 2:42:43  4 千葉 （太田・倉田・津田） 2:50:09 

5 京都 （宮本・伴・寺田） 2:42:52  5 相模女子 （池澤・岩崎・芦澤） 2:59:02 

6 一橋 （羽野・池田・齋藤） 2:46:48  6 岩手 （畠山・江口・高橋） 2:59:37 

 

2011年度  2012年3月11日(日) 滋賀県野洲市・湖南市・蒲生郡竜王町「青年の城2012」 

男子  女子 

1 東京 （真保・三谷・結城） 2:10:54  1 金沢 （横山・池嶋・帖地） 2:40:12 

2 一橋 （細淵・池田・羽野） 2:13:19  2 お茶の水女子 （田中・春名・稲毛） 2:40:18 

3 京都 （寺田・岡本・伴） 2:16:31  3 岩手 （畠山・關・高橋） 2:44:20 

4 名古屋 （内田・菅谷・瀧本） 2:17:13  4 東北 （平方・沢田・佐野） 2:44:57 

5 金沢 （北・石坂・辻） 2:18:47  5 椙山女学園 （小島・小玉・吉川） 2:50:21 

6 東京工業 （山本・曽原・大嶋） 2:21:03  6 相模女子 （池澤・岩崎・芦澤） 2:50:42 

 

2012年度  2013年3月10日(日) 栃木県日光市「日光所野2013」 

男子  女子 

1 東北 （宮西・関・菅野） 2:05:55  1 新潟 （福井・大関・名塚） 2:25:51 

2 東京 （真保・堀田・結城） 2:06:13  2 岩手 （關・多田・高橋） 2:27:17 

3 名古屋 （渡仲・細川・近藤） 2:14:34  3 金沢 （帖地・松岡・横山） 2:29:07 

4 一橋 （太田・細淵・池田） 2:17:09  4 横浜市立 （千明・冨家・大河内） 2:35:28 

5 京都 （岡本・松下・寺田） 2:17:36  5 津田塾 （山口・増山・小泉） 2:40:38 

6 横浜市立 （本山・田中・中島） 2:28:09  6 お茶の水女子 （田中・小山・稲毛） 2:55:00 

 

2013年度  2014年3月8日(土) 栃木県矢板市「矢板日新つつじの里」 

男子  女子 

1 東京 （石野・糸賀・真保） 2:27:28  1 お茶の水女子 （田中・小山・稲毛） 2:07:27 

2 名古屋 （渡仲・前田・細川） 2:29:11  2 横浜市立 （千明・冨家・大河内） 2:15:00 

3 早稲田 （澤口・尾崎・藤村） 2:34:10  3 椙山女学園 （星・小島・守屋） 2:18:37 

4 京都 （倉本・五百倉・松下） 2:35:12  4 金沢 （五味・池嶋・横山） 2:26:12 

5 一橋 （太田・衣川・細淵） 2:47:07  5 新潟 （福井・不破・大関） 2:41:21 

6 東京工業 （古林・塚越・戸上） 2:51:37  6 東北 （中村・鹿志村・堀口） 2:49:24 

 

2014年度  2015年3月7日(土) 愛知県新城市「作手高原」 

男子  女子 

1 東京 （深田・福井・糸賀） 2:35:52  1 椙山女学園 （星・伊東・守屋） 2:18:33 

2 京都 （安中・糸井川・松下） 2:38:12  2 金沢 （木村・山梨・五味） 2:27:53 

3 東北 （西本・杉村・宮西） 2:41:14  3 早稲田 （山田・中村・渡邉） 2:42:18 

4 新潟 （佐藤・村田・山本） 2:45:50  4 京都女子 （大井・前之園・野島） 2:46:25 

5 金沢 （大竹・島倉・松澤） 2:46:38  5 宮城学院女子 （針生・菊池・齋藤） 2:46:39 

6 早稲田 （藤村・澤口・尾崎） 2:47:13  6 名古屋 （川島・渡辺・松井） 2:48:34 
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2015年度  2016年3月12日(土) 栃木県塩谷町「塩谷熊ノ木」 

男子  女子 

1 東京 （祐谷・猪俣・福井） 2:03:31  1 東北 （長谷川・伊佐野・本間） 2:06:45 

2 京都 （五百倉・糸井川・小野） 2:10:24  2 立教 （松島・木村・宮川） 2:12:02 

3 東北 （橋本・原田・小林） 2:11:11  3 椙山女学園 （伊東・神谷・守屋） 2:15:21 

4 横浜国立 （橘・稲森・東） 2:12:58  4 東京 （増田・梶原・伊東） 2:19:54 

5 新潟 （高野・清水・菅野） 2:14:40  5 筑波 （増山・宮田・山岸） 2:21:44 

6 東京工業 （芳賀・西村・戸上） 2:17:09  6 大阪 （帯金・野田・阿部） 2:28:20 

 

2016年度  2017年3月18日(土) 滋賀県高島市「マロンガーデン マキノ」 

男子  女子 

1 金沢 （大箭・渡邊・大竹） 2:26:40  1 東北 （長谷川・高橋・伊佐野） 2:17:07 

2 名古屋 （堀尾・南河・石山） 2:26:49  2 筑波 （鈴木・増澤・山岸） 2:24:18 

3 横浜国立 （伊藤・稲森・橘） 2:28:01  3 実践女子 （立花・中丸・石神） 2:29:24 

4 東京 （種市・木島・猪俣） 2:28:17  4 金沢 （鈴木・木村・山森） 2:29:32 

5 慶應義塾 （小泉・上島・坂梨） 2:30:36  5 名古屋 （中村・川島・長崎） 2:33:33 

6 早稲田 （友田・柴沼・澤口） 2:32:18  6 千葉 （森谷・小山・香取） 2:39:23 

 

 




































