
第 7 回 茶の里いるまオリエンテーリング大会 

in 越生(おごせ) 成績表 
～今年の「茶の里いるま」は年の瀬です～ 

 

期日 2009 年 12 月 13 日(日) 晴れ 

主催 入間市オリエンテーリングクラブ 

後援 越生町教育委員会、毛呂山町教育委員会、埼玉県オリエンテーリング協会 

協賛 サントリーフーズ株式会社 http://www.suntoryfoods.co.jp/ 

場所 埼玉県入間郡越生町、毛呂山町 

会場 ゆうパークおごせ 

地図 「越生虚空蔵尊」 (2009 年 11 月 入間市 OLC 作成) 

 

 
玉露クラスの表彰 

 

＜大会役員＞ 
実行委員長 水嶋 孝久      

運営責任者 井上 博人      

本部 新 隆徳 高野 由紀     

受付 渡辺加与美 加藤 伶子 渡部裕美子    

会場 渡辺 徹也 近藤 豊 森田 智彦    

イベント 田中 博 田中 洋子 田島 三郎 丹藤 信二   

初心者説明 新井 和彦 西脇 博子     

スタート 木村 耕平 井上 昌樹 植松 彩 中村 信雄 平島 勝彦 横手 義雄 

パトロール 関口 道広 海老沢 正 久保田 優 宮林 勝 木村 治雄  

フィニッシュ 大塚 弘樹 新 桂子 須藤 馨 千脇 義崇   

コース設定 高野 由紀      



 成績表 2 

玉露 5.4km up460m 

上位表彰対象：総合 3 位、女性 1 位 

 

順位 氏名 記録 所属 表彰 

1 鹿島田 浩二 0:48:24 渋谷で走る会 総合 1 位 

2 柳下 大 0:51:46 みちの会 総合 2 位 

3 藤沼 崇 0:51:51 ES 関東クラブ 総合 3 位 

4 吉田 勉 1:00:09 みちの会  

5 多田 宗弘 1:00:22 多摩 OL  

6 櫻本 信一郎 1:01:56 京葉 OL クラブ  

7 藤生 考志 1:02:22 東京 OL クラブ  

8 奥村 理也 1:03:31 ウルトラクラブ  

9 黒田 幹朗 1:03:46 横浜 OL クラブ  

10 加賀屋 博文 1:04:01 渋谷で走る会  

11 丸山 茂樹 1:06:43 須坂上高井駅伝部  

12 朴峠 周子 1:06:54 ときわ走林会 女性 1 位 

13 内藤 愉孝 1:09:41 浜松 OLC  

14 山本 哲也 1:10:40 静大 OLC  

15 宮城島 俊太 1:11:26 みちの会  

16 小河原 成哲 1:11:30   

17 高見 博道 1:11:37 O-FAN  

18 蔵田 真彦 1:13:54   

19 杉山 隆司 1:15:05 サン・スーシ  

19 後閑 茂弘 1:15:05   

21 高橋 元気 1:15:20 みちの会  

22 土井 聡 1:15:45   

23 田島 利佳 1:16:34 みちの会  

24 菅原 琢 1:17:21 多摩 OL  

25 木村 隆次 1:17:22 新潟大学 OB  

26 小林 二郎 1:17:52 愛知 OLC  

27 大月 隆寛 1:19:47 静大 OLC  

28 志村 直子 1:21:52 渋谷で走る会  

29 鈴木 孝司 1:23:27 多摩 OL  

30 金子 竜太 1:24:26   

31 小山 清 1:26:37 京葉 OL クラブ  

32 石井 龍男 1:30:46 千葉 OLK  

33 浦瀬 太郎 1:31:06 女子医大 OLK  

34 金子 順子 1:40:25   

35 矢口 照彦 1:44:50   

36 宮崎 崇徳 1:45:21 ハムちゃん  

37 森山 松年 1:46:15 春日部 OLC  

38 伊藤 奈緒 1:47:55 みちの会  

39 浦瀬 香子 1:54:45 女子医大 OLK  

40 小倉 秀一 1:58:00 ラジヲオリエンズ  

41 白石 哲男 1:58:17   

42 大類 健介 2:00:32 静大 OLC  

43 菱沼 輝男 2:22:30 チームやる夫  

 金木 栄治 DISQ 梅田 OLC  

 



 成績表 3 

煎茶 3.6km up300m 

上位表彰対象：総合 3 位、女性 1 位 

特別表彰対象：50 歳以上 1 位、60 歳以上 1 位、70 歳以上 1 位 

 

順位 氏名 記録 所属 表彰 

1 禅洲 拓 0:43:35 上尾 OLC 総合 1 位 

2 小泉 辰喜 0:54:04 東京 OL クラブ 総合 2 位 

3 山崎 貴幸 0:59:52 川越 OLC 総合 3 位 

4 小笠原 揚太郎 1:01:03 東京 OL クラブ 70 歳以上 1 位 

5 鴻野 和之 1:01:38   

6 石沢 賢二 1:02:28 春日部 OLC 50 歳以上 1 位 

7 岡部 淳 1:03:28 クロマニオンズ  

8 丸岡 広 1:05:21   

9 安藤 克美 1:06:00 山梨骨骨クラブ  

10 秋元 賢吾 1:07:39   

11 山田 一善 1:08:50 多摩 OL  

12 長友 武司 1:13:12 千葉 OLK  

13 土井 洋平 1:15:04 群馬県太田市  

14 石川 昌 1:15:48 サン・スーシ  

15 青柳 隆幸 1:15:53   

16 大塚 淳 1:16:33 やばしらーず  

17 宮本 樹 1:18:08 柏市立土中学校  

18 宇野 明子 1:19:28 多摩 OL 女性 1 位 

19 山本 博司 1:20:07  60 歳以上 1 位 

20 長谷川 照恭 1:24:12 サン・スーシ  

21 鈴木 榮一 1:27:37 千葉 OLK  

22 兼田 僚太郎 1:28:31 Team 白樺  

23 高取 千佳 1:29:13 川越 OLC  

24 原野 幸男 1:31:10 所沢 OLC  

25 中安 正弘 1:33:31 春日部 OLC  

26 髙野 義次 1:35:03 東京 OL クラブ  

27 明石 五郎 1:35:44 春日部 OLC  

28 三上 健太郎 1:35:47 それいけ！撃沈隊  

29 岩田 和己 1:36:39 富山 OLK  

30 飯島 誠 1:41:46 サン・スーシ  

31 坂田 年男 1:47:17 川越 OLC  

32 高橋 明美 1:51:56 サン・スーシ  

33 中山 勝 1:58:01 春日部 OLC  

34 峰 智典 2:01:52   

35 黒田 正雄 2:52:52 川越 OLC  

36 堀本 睦 2:55:11 静岡 OLC  

37 手塚 一夫 3:01:08 東京 OL クラブ  

 田中 悦子 DISQ クロマニオンズ  

 天明 英之 DISQ 東京 OL クラブ  

 小峰 利憲 DISQ 川口 OLC  

 堀本 洋 DISQ 静岡 OLC  

 悴田 正也 DISQ 前橋 OLC  

 宇野 浩一 DISQ 多摩 OL  

 鈴木 準 DISQ 川越 OLC  

 利光 良平 DISQ 上尾 OLC  

 東 はるみ DISQ   



 成績表 4 

抹茶 3.4km up260m 1 位～45 位 

上位表彰対象：総合 3 位、女性 1 位 (※抹茶クラスと北信越クラスを含める) 

特別表彰対象：18 歳以下 1 位、大学生 1 位、50 歳以上 1 位 

 

順位 氏名 記録 所属 表彰 

1 近藤 貴文 0:38:02 おしゃがみ党 総合 2 位 

2 高田 英司 0:38:14 青葉会 総合 3 位 

3 宗形 俊 0:41:10 越王会  

4 斉藤 弘 0:42:38 新潟大学 OB  

5 岩崎 慶士 0:43:57   

6 福田 雅秀 0:45:32 川越 OLC  

7 天野 仁 0:48:07 横浜 OL クラブ  

8 七宮 勝広 0:49:56 二本松 OLC 50 歳以上 1 位 

9 下山 敬史 0:51:26 横浜 OL クラブ  

10 宮本 知江子 0:51:36 京葉 OL クラブ 女性 1 位 

11 大塚 校市 0:52:11 千葉 OLK  

12 宮川 早穂 0:54:02 ES 関東クラブ 18 歳以下 1 位 

13 横溝 隆夫 0:54:07 早大 OC 寿会  

14 藤島 英史 0:54:17 東京 OL クラブ  

15 荒井 正敏 0:54:40 多摩 OL  

16 大林 俊彦 0:58:06 大阪 OLC  

17 小寺 実 1:02:35 丘の上  

18 若山 亜美里 1:03:27 静大 OLC  

19 野々山 一郎 1:03:35 丘の上  

20 齋藤 宏顕 1:04:20 ES 関東クラブ  

21 針谷 尚幸 1:05:07 杏友会  

22 児玉 拓 1:07:49 多摩 OL  

23 植松 裕子 1:08:01 高崎 OLC  

24 井口 良範 1:08:44 高崎 OLC  

25 齋藤 貴之 1:10:01 東京 OL クラブ  

26 津久井 照夫 1:10:34 館林 OLC  

27 伊藤 清 1:12:37 ワンダラーズ  

28 松川 清一 1:14:13   

29 海野 忠秋 1:14:22 川越 OLC  

30 高原 進 1:22:20 日本スキーO  

31 小嶋 信義 1:25:09 ワンダラーズ  

32 海野 とみ子 1:25:12 川越 OLC  

33 今井 栄 1:27:15 ワンダラーズ  

34 井上 稔雄 1:41:39 春日部 OLC  

35 植木 国勝 1:42:45 千葉 OLK  

36 深井 淳之 1:44:33   

37 藤原 三郎 1:45:08 山梨骨骨クラブ  

38 大友 典子 1:46:12 それいけ！撃沈隊  

39 萬濃 健 1:48:26 川越 OLC  

40 石原 廉也 1:49:45 農大三高 OL 部  

41 長谷川 猛 1:49:48 チームやる夫  

42 吉野 裕平 1:50:49 農大三高 OL 部  

43 井上 裕貴 2:01:44 農大三高 OL 部  

44 安原 光仁 2:22:37   

45 金井 一 2:48:54 高崎 OLC  



 成績表 5 

抹茶 3.4km up260m DISQ 

 

順位 氏名 記録 所属 表彰 

 今井 信親 DISQ ワンダラーズ  

 吉川 将 DISQ 農大三高 OL 部  

 湧嶋 明宏 DISQ 農大三高 OL 部  

 松田 章義 DISQ それいけ！撃沈隊  

 高橋 真也 DISQ 農大三高 OL 部  

 齋藤 積子 DISQ ES 関東クラブ  

 小松崎 俊明 DISQ 茨城 ARDF  

 小倉 鑑 DISQ 農大三高 OL 部  

 野口 憲 DISQ 農大三高 OL 部  

 柴田 達真 DISQ Team SKI-O  

 永井 栄寿 DISQ 二本松 OLC  

 

 

北信越 3.4km up260m 

上位表彰対象：総合 3 位、女性 1 位 (※抹茶クラスと北信越クラスを含める) 

特別表彰対象：18 歳以下 1 位、大学生 1 位、50 歳以上 1 位 

 

順位 氏名 記録 所属 表彰 

1 田仲 圭 0:37:05 新潟大学 総合 1 位、大学生 1 位 

2 久保 貴大 0:39:12 新潟大学  

3 辻 晃 0:40:15 金沢大学  

4 立川 悠平 0:40:50 新潟大学  

5 更科 裕介 0:41:29 新潟大学  

6 北 翔太 0:41:50 金沢大学  

7 小山 博之 0:46:09 新潟大学  

8 西田 知弘 0:47:09 金沢大学  

9 青井 翔 0:49:55 金沢大学  

10 横田 勇輝 0:55:44 金沢大学  

11 石田 英己 0:57:14 新潟大学  

12 石坂 翼樹 0:59:35 金沢大学  

13 高島 拓也 1:05:58 金沢大学  

14 高田 翔午 1:17:11 金沢大学  

15 高橋 愛衣 1:27:34 金沢大学  

16 野口 真規子 1:34:08 金沢大学  

17 金津 壮一郎 1:51:04 金沢大学  

18 安部 愛加 2:14:17 金沢大学  

 

 

 

 

 



 成績表 6 

ほうじ茶 2.3km up130m 

上位表彰対象：総合 3 位、女性 1 位 

 

順位 氏名 記録 所属 表彰 

1 迫 俊一郎 0:43:18 農大三高 OL 部 総合 1 位 

2 渡辺 勇造 0:45:56 多摩 OL 総合 2 位 

3 三上 香 0:54:01 それいけ！撃沈隊 総合 3 位、女性 1 位 

4 原田 憲夫 0:55:38 札幌 OLC  

5 山本 陽子 1:06:28   

6 中西 智大 1:09:52 農大三高 OL 部  

7 齋藤 英津子 1:11:13 東京 OL クラブ  

8 横尾 和子 1:12:49   

9 大塚 ふみ子 1:19:12 千葉 OLK  

10 大熊 悠太 1:19:57 農大三高 OL 部  

11 高橋 由衣 1:21:58 農大三高 OL 部  

12 浦瀬 都 1:22:38 国分寺二小  

13 工藤 央貴 1:24:43 農大三高 OL 部  

14 鈴木 広志 1:28:49 農大三高 OL 部  

15 峰 貴子 1:34:33   

16 斉藤 広大 1:44:33   

17 齋藤 柊香 2:10:38 ES 関東クラブ  

18 山崎 愛 2:19:54   

19 宮本 智之 2:29:54   

 宮本 和奏 DISQ 柏市立土小学校  

 梅野 武康 DISQ 東京 OL クラブ  

 粕谷 美佳 DISQ   

 宮原 一樹 DISQ   

 長友 美子 DISQ 千葉 OLK  



 成績表 7 

新茶 2.1km 

上位表彰対象：総合 6 位 

 

順位 氏名 記録 所属 表彰 

1 宮崎 愛海 0:20:40 ハムちゃん 総合 1 位 

2 橋本 浩一 0:27:44  総合 2 位 

3 橋本 皓 0:28:28  総合 3 位 

4 鈴木 久代 0:29:01  総合 4 位 

5 津村 奈緒美 0:30:04 東農大三高 OL 部 総合 5 位 

6 柴崎 佳菜 0:32:28 東農大三高 OL 部 総合 6 位 

7 伊藤 修一 0:34:38   

8 髙橋 和義 0:37:06   

9 髙橋 郁恵 0:38:43   

10 吉田 菜々子 0:48:08 南台小学校  

 園田 梨奈 DISQ 東農大三高 OL 部  

 

 

 

特別表彰(事前申込者対象) 

 

特別表彰 対象 表彰者 所属 

最高齢賞 89 歳 梅野 武康 東京 OL クラブ 

最高齢賞 73 歳 齋藤 英津子 東京 OL クラブ 

最少年齢賞 8 歳 齋藤 柊香 ES 関東クラブ 

遠かったで賞 札幌市 原田 憲夫 札幌 OLC 

 

 

 


