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大会会場 11 日 埼玉県飯能市 中山城会館 / 12 日 埼玉県日高市 高麗小学校

主催 みちの会
後援 日高市、日高市教育委員会、NPO 法人埼玉県オリエンテリーング協会

協賛 TRIMTEX、サントリーフーズ株式会社
運営協力 入間市OLC、オリエンテーリングクラブ サン・スーシ、東京農工大学オリエンテーリング部

実行委員長 山岸倫也　

運営責任者 太田貴大　競技責任者 宮城島俊太　競責補佐 柳下大
コース設定者 11 日 : 源後知行  12 日 : 高橋元気

公認大会コントローラ 瀧川英雄

問い合わせ先 michinokai@orienteering.com　当日緊急連絡先 090-1530-6575 （太田）

大会公式ウェブサイト http://www.orienteering.com/~michi/40th/





概要       
11 日：関東パーク O ツアー 2013 in 中山城
12 日：JOA 公認大会（カテゴリー B）

開催日：2014 年 1 月 11 日（土）－ 12 日（日）
大会会場：11 日　埼玉県 飯能市 中山城会館
　　　　　12 日　埼玉県 日高市 高麗小学校
主催：みちの会
後援：日高市、日高市教育委員会、NPO 法人埼玉県オリエンテリーング協会
協賛：TRIMTEX、サントリーフーズ株式会社

実行委員長：山岸倫也
運営責任者：太田貴大
競技責任者：宮城島俊太　
競責補佐：柳下大
コース設定者：源後知行（11 日）  高橋元気（12 日）
公認大会コントローラ：瀧川英雄
運営協力：入間市 OLC、オリエンテーリングクラブ サン・スーシ、
　　　　　東京農工大学オリエンテーリング部

問い合わせ先：michinokai@orienteering.com
当日緊急連絡先：090-1530-6575　（太田携帯）

■競技形式：ポイントオリエンテーリング

■大会の開催 / 中止の判断について
本大会は雨天でも開催しますが、荒天等の場合は大会を中止する可能性が
あります。大会が中止となる場合は、当日の朝 6:30 までに大会公式サイト
に掲載します。
また、インターネット環境にない場合は 6:30 以降に緊急連絡先までお問い
合わせください。

タイムスケジュール   
1 月 11 日
10:00　 　　 開場
12:00-14:00　当日申込受付
13:00-14:30　2 本目申込受付
11:30　 　　 スタート開始（事前申込者）
13:40　 　　 スタート開始（当日参加者・2 本目出走者）
14:50　 　　 スタート閉鎖
15:50　 　　 フィニッシュ閉鎖

1 月 12 日
8:30 　　 開場
8:30-11:00     当日申込受付
10:00 　　 スタート開始
12:00 　　 スタート閉鎖
13:00　 　　 地図販売開始
14:30　 　　 フィニッシュ閉鎖
14:30　 　　 表彰式
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ごあいさつ     
実行委員長　山岸倫也

みちの会創立 40 周年記念大会にご参加いただき、ありがとうございます。
当クラブは 2013 年に設立 40 周年を迎えました。40 年というのは私がオ
リエンテーリングに出会い、深みにはまり、そして今でも関わり続けてい
る年月のすべてでもあります。この節目の年に、みちの会が久しぶりに本
格的な競技会を開催することは、私自身にとっても大きな喜びです。さて、
私に課せられた仕事は今と昔をつなぐことでしょうから、少し昔話をさせ
ていただきます。

みちの会は、私が飯能第一中学校の 3 年生だった 1973 年ごろに、私より
も 1 歳年上の世代、飯能西中学校の最初の卒業生であった岡部一宏氏、安
藤尚一氏らを中心とするメンバーによって設立されたクラブです。設立期
のメンバーは 10 代が中心だったのは今考えると驚きですが、当時のメン
バーは、むしろこの新しいスポーツの担い手として当然だと自負していた
ように思います。飯能は第 1 回の全日本大会が開催された歴史的な土地で
すが、全日本大会の開催前にも国際親善大会や読売全国大会といった全国
規模の大会が開催されており、飯能市民にとってオリエンテーリングは非
常に身近なスポーツでした。北欧生まれの森のスポーツというのも、若い
世代にとっては魅力的な要因だったと思います。

また、安藤尚一氏が第 1 回全日本大会のジュニアクラスで優勝し、1975 年
の夏にオーリンゲン大会に派遣され、北欧の地図や競技の考え方を持ち帰っ
たことで、競技用地図作りへの情熱が高まったことも、当時のみちの会の
大きな特徴でしょう。みちの会が作成した最初の通行可能度入りの地図は

（印刷予算を削減するために）3 色刷で、青色のグラデーションで植生を表
示していたこと、オリエンテーリングは丘陵地帯でやるのが常識だったの
に三富地区のフラットな雑木林の地図を作り、直進をメインとしたレース
を企画したことなどは今考えても先駆的な取り組みでした。

創立期から時は流れ、今回の 40 周年記念大会の運営の中心になっているの
は、この 10 年間にみちの会に参加してくれた若い世代です。私自身は実行
委員長とは名ばかりで、実務はすべて任せ切りですが、逆に若い世代のメ
ンバーがどのような大会を企画し、具体化してくれるのかを楽しみにして
います。ご参加の皆様にも、設立期のような先駆的な取り組みとは違った
みちの会らしさを感じていただければ幸いです。

最後に、この場をお借りして、本大会の開催にあたり、ご後援を賜った日
高市、日高市教育委員会、NPO 法人埼玉県オリエンテリーング協会、ご協
賛いただいた TRIMTEX、サントリーフーズ株式会社、そして運営にご協力
いただいた入間市 OLC、オリエンテーリングクラブ サン・スーシ、東京農
工大学オリエンテーリング部の方々に感謝の意を表します。



大会会場のご案内             
■大会会場                   
11 日：埼玉県飯能市　中山城会館（〒 357-0006 埼玉県飯能市中山 710）
12 日：埼玉県日高市　高麗小学校（〒 350-1246 埼玉県日高市梅原 5-1）

電車の場合：
11 日：飯能駅（西武池袋線）・東飯能駅（西武池袋線・JR 八高線）から約 1.6Km　徒歩 25 分
12 日：高麗駅（西武池袋線）から約 1.3Km　徒歩 20 分
※両日とも駅から会場へのテープ誘導は御座いません。下記及び市販の地図等で会場までお越しください。

車の場合：
11 日：圏央道「狭山日高」IC から 6km 程度
　　　  駐車場は運営側では用意しません。東飯能駅周辺のコインパーキング等をご利用ください。
12 日：関越自動車道「鶴ヶ島」IC、圏央道「圏央鶴ヶ島」IC、圏央道「狭山日高」IC からそれぞれ 10-15km 程度
　　　  駐車場は運営側では用意しませんが、近隣（巾着田など）に有料駐車場があります。
※両日とも、会場付近の道路は狭いので、乳幼児や高齢の方を除き、会場への送迎もご遠慮ください。

高麗小学校（12 日会場）

高麗駅

コンビニ

コンビニ
●

●

巾着田

コンビニ

●

飯能駅

東飯能駅

コンビニ
●コンビニ

●

中山城会館（11 日会場）

11 日（中山城会館）
飯能駅前から 299 号を北へ。
中山陸橋（西）の交差点を越え、
中山交差点を右折、150m ほど
進むと進むと左側に鳥居が見える
ので、それをくぐり北へ。
先にもう 1 つ鳥居（加治神社）があり、
その中に中山城会館があります。

12 日（高麗小学校）
高麗駅から線路を越え北へ。
鹿台橋交差点で 15 号にぶつかったら右折。
2 つ目の橋を越えてから 100m ほどのところで右斜め前へ進む。
あとは道なりに進めば右側に小学校が見えてきます。

地図データ＠ 2014 Google, ZENRIN
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地図データ＠ 2014 Google, ZENRIN
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■計時システム      
計時は 2 日間とも SI カードを使用します。

SI カード使用時の注意事項：
・スタート
　スタート枠に入る前にクリアステーションで SI カードをクリアしてくだ
　さい。 スタート枠に入るときには、チェックステーションでチェックし
　てください。クリアステーションやチェックステーションが反応しない
　場合には、 SI カードが故障している可能性があるので、スタート役員に
　申し出て予備のカードを使用してください。

・パンチ方法
　見本を会場内に設置しますのでご確認ください。パンチを試すことが
　できます。コントロールに着いたら SI カードの先端を SI ステーション
　の穴に差し込みます。パンチされた時には「ピッ！」という電子音が鳴り、
　SI ステーションの赤いランプが点灯します。必ず電子音か光を確認して
　ください。確認できない場合に、SI カードに通過記録が残らないので
　ご注意ください。複数のステーションが設置されているコントロールが
　ありますが、どちらを使用してもかまいません。

・パンチが確認できなかった場合
　SI カードを SI ステーションに差しこんでから数秒待っても電子音と光が
　出ない場合は、SI ステーションが故障している可能性があります。その
　場合は、コントロールに設置されているピンパンチを使用して地図の
　リザーブ欄にパンチをしてください。また、SI 読み取りの際に読み取り
　所の役員にリザーブ欄を使用した旨申告してください。

・ミスパンチについて
　途中で間違ったコントロールのパンチが記録されていても正しい順番で
　回ったことが確認できれば完走と認めます。したがって、間違ったコン
　トロールでパンチした場合でもそのまま正しいコントロールに行って
　パンチすればよいことになります。
　【例 1】
　7 → 8 → 9 と行くべきところ、8 を飛ばして 9 をパンチした（7 → 9）場合
　⇒ 8 に戻ってパンチし、再び 9 をパンチする。
　【例 2】
　7 の次に 8 に行くべきところを他のクラスのコントロール X でパンチした場合
　⇒ 8 に行ってパンチし、9 へ向かう。

 ・フィニッシュ
　フィニッシュでは SI カードは回収しません。フィニッシュ後は各自 SI
　カードの 読み取り場所まで SI カードを持参し役員に渡してください。
　読み取り後にレンタルカードは回収し、マイカードは返却します。

・記録数の制限
　SI カードには記録できるコントロール数に制限があります。ミスパンチ
　などでパンチ数が多くなると、記録できなくなる可能性があります。
 
・紛失・破損
　SI カードを紛失した場合は失格となります。レンタル SI の場合は実費を
　負担していただきます。また、破損・紛失によりデータの読み取りが
　不可能となった場合、記録は失格となります。

・拾得
　レース中に落ちている SI カードを発見した場合、フィニッシュまで持ち
　帰ってください。

・SI カードの加工
　レンタル SI カードへの加工、書き込み等は認められません（脱着防止の
　ための目的でゴムひもを付けることは許可します。）。

・その他
　SI カードの使用方法に説明が必要な方は受付の初心者説明係にご質問
　ください。

■服装と用具に関する注意    
特に制限は設けませんが、寒冷期ですので身に危険のない服装を選んでく
ださい。

■トレーニングコース     
特に設定しません。

■ドーピング検査     
本競技会は、日本ドーピング防止規程が適用されます

■調査依頼・提訴（12 日）    
調査依頼：
調査依頼がある場合は，本部にて所定の用紙に記入の上，すみやかに提出
してください。調査依頼に対する大会主催者の回答は，大会公式掲示板に
提示します。調査依頼締切は当日 14:50 とします。

提訴：
調査依頼に対する大会主催者の回答に納得できない場合，競技規則 24.4 に
基づき，提訴することができます。提訴は本部にて所定の用紙に記入・提
出することにより行います。提訴に対する裁定委員の判断結果は、大会公
式掲示板に提示します。その後の提訴に対する結果は大会公式サイトに掲
載します。

裁定委員：
本大会の裁定委員は当日公表します。

大会全体に関する事項                 
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11 日：関東パーク O ツアー 2013 in 中山城       
■会場レイアウト

大会会場：中山城会館（〒 357-0006 埼玉県飯能市中山 710）
開場：10:00

会場の大きさに比べて参加者数が多いことから、荷物置き場は譲り合って
ご使用ください。女子更衣室に荷物を置くことも可能です。
会場にはトイレが 1 か所しかないため、ここは男子トイレとさせていただ
きます。すぐ隣の公園に男女共用の公衆トイレ（個室数 3）がありますので、
申し訳ありませんが女性の方はこちらをお使いいただきますようお願いし
ます。トイレの数が限られているため、できるだけ駅などで済ませてから
ご来場いただくようご協力ください。

■競技情報      
スタート開始時刻：11:30

スタート閉鎖時刻：14:50

競技時間：60 分

地図：
縮尺 1:5000　等高線間隔 2.5m　走行可能度 4 段階表示
2014 年みちの会作成（『中山城』を一部リメイク）

誘導：
会場～スタート枠：青色
スタート枠～スタートフラッグ：赤白色
最終コントロール～フィニッシュ：赤白色
フィニッシュ～会場：なし

テレイン＆コースプロフィール：
テレインは宮沢湖の南に広がる丘陵で、レースに使用する部分は東西に細
長く高低差は 40 ｍほどとなっています。パーク O ツアーのうちの１戦と
なっていますが、公園や平坦地はほとんどなく、一部には急な斜面も存在
しています。コース途中では藪や下草が生えている部分を通過することも
ありますが、季節がら通行可能度は地図から受ける印象よりも良好であり、
いわゆる山スプリント的なレースを堪能していただけるでしょう。

各クラスのコース距離・優勝設定時間：
クラス 距離 登距離 優勝設定時間
L 2.4km 135m 18 分
S 1.6km 70m 15 分

※ L クラスはパーク O ツアーの対象クラスとなります。（1 本目に走った
　場合のみ。）詳しくは、NPO 埼玉県オリエンテーリング協会のウェブ
　ページをご覧ください。
　 http://www.orienteering.com/~saitama/index_event_kanto_2013.html

■受付       
事前申込の方：
申込に不備の無い方は受付を通る必要はありません。
申込に不備のあった方は、公式掲示板に掲示しますので、受付までお越し
ください。

当日申込の方：
受付にて申込用紙に必要事項を記入し、参加費を添えて申し込んでくださ
い（受付時間 12:00 ～ 14:00）。なお、スタート時間は L クラス /S クラス
とも 13:40 以降となります。運営の都合上、当日参加者と下記の 2 本目参
加者を合わせて 70 名程度の受付となります。

2 本目の出走について：
+500 円で 2 回目の出走が可能です（ただし参考記録となります）。
出走を希望される方は受付までお越しください。

（2 本目受付時間 13:00 ～ 14:30）

コンパスの貸出：
受付にてコンパスの貸し出しをします。万一破損や紛失などがあった
場合には実費として 2,000 円負担していただきます。

配布物：
コントロール位置説明は受付付近にてセルフピッキングとなります。
レンタル用の SI も受付横に置いてあるので各自で SI に貼ってあるシールを
見て自分のレンタル SI をお取りください。また、マイ SI カードの方もラ
ベルシールを SI カードに貼る必要がありますので、受付横までシールを取
りに来てください。

代走：
代走する場合は、受付までお申し出ください。ただし、参考記録となります。

女子更衣室

男
子
ト
イ
レ

荷物置き場

受付

使用禁止

入り口
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■スタート      
スタートまでの誘導・距離：
スタートまでは青色テープ誘導約 1km、徒歩 12 分です。
スタート地区に SI カードを忘れた場合はスタートできません。

スタート方法：
スタート枠に入る前にクリアステーションで SI カードをクリアしてください。
3 分前になったら SI カードをチェックステーションでチェックし、各クラ
スのスタート枠に入ってください。
1 分ごとに 1 つ前に進みます。
1 分前枠で役員がクラスの確認等を行います。
スタート合図とともに地図を取り、スタートしてください。

遅刻：
自分のスタート時刻に遅刻した場合は、まず役員にその旨をお伝えくださ
い。役員のチェック後、遅刻枠よりのスタートとなります。
なお、遅刻の原因が主催者の責任である場合を除き、遅刻者の所要時間は
指定された正規のスタート時刻からの計測となります。

■競技       
立入禁止区域：
地図上で示されている立ち入り禁止区域および住宅・耕作地等の私有地
には絶対入らないでください。立ち入り禁止区域への立ち入りを行った
場合は失格となります。
地図上に示されていない場合でも、現地において青黄テープで囲まれた
区域は立ち入り禁止です。

けが人の救助：
けが人を発見した場合には、速やかに場所・状況などを係員にお知らせ
ください。けが人の救助は競技よりも優先してください。

給水：
給水所はありません。

■フィニッシュ      
地図回収：
フィニッシュ地域での地図回収は行いません。出走前の選手に見せる事の
ないようにお気をつけください。見せたことが判明した場合は双方ともに
失格となります。

SI カード回収：
フィニッシュでは SI カードは回収しません。フィニッシュ後は各自 SI カー
ドの 読み取り場所まで SI カードを持参し役員に渡してください。
読み取り後にレンタルカードは回収し、マイカードは返却します。
　

フィニッシュから会場まで：
フィニッシュ地区は大会会場のすぐそばとなります。

■成績・表彰式      
速報：
会場内に速報を貼り出します。また、公式サイトに成績を掲載します。

表彰式：
11 日のレースでは表彰式はありません。
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12 日：JOA 公認大会（カテゴリー B）           
■会場レイアウト

■競技情報      
スタート開始時刻：10:00

スタート閉鎖時刻：12:00

競技時間：ME/WE/M21A クラス：150 分　その他のクラス：120 分

フィニッシュ閉鎖時刻：14:30

地図：
縮尺 1:10000　等高線間隔 5m　走行可能度 4 段階表示
日本オリエンテーリング地図図式規程（JSOM2007）準拠
2014 年みちの会作成（『高麗日和田山』及び『炭釜林道』をリメイク）

誘導：
会場～スタート枠：青色
スタート枠～スタートフラッグ：赤白色
競技中のテープ誘導：赤白色
最終コントロール～フィニッシュ：赤白色
フィニッシュ～会場：緑色

テレインプロフィール：
テレインは 305m の日和田山頂を含み、全般的に急峻な斜面となっていま
す。比高は 200m ほどで、尾根と谷が発達しており、巨岩や岩盤地形も多
く存在します。テレイン東側は整備されたハイキング道が縦貫しており、そ
こから多くの枝道が派生しています。西側は林業用の作業道が発達してい
る部分がありますが、徐々に荒廃が進み一部不明瞭な区間があります。植
生は針葉樹林は概ね良好ですが、一部、倒木や下草により走行可能度が落
ちる区間があります。また、広葉樹林は概して見通しは悪いですが、冬期
は植生も良好になり、多くのエリアが走行可能～歩行可能程度になります。

コースプロフィール：
アップダウンの激しいテレインであり、また道が発達していることから、
地形を大きく捉えたルートプランニング、比較的高速なナビゲーション能
力、そして強靭な登坂力が必要となります。また、地形や植生によって部
分的に通りにくい箇所が散在するため、顔を上げてのミクロなルートチョ
イスも重要となります。

バタフライループ：
ME クラスは、コースの途中にバタフライループがあります。

クラスの統合について：
・参加者が少なかったため、W30A と W40A を統合し W30-40A としました。
・申込が無かったため、W18A、M12、W12 を廃止しました。

クラスのコース距離・優勝設定時間：

クラス 距離
(km)

登距離
(m)

優勝設
定時間 クラス 距離

(km)
登距離
(m)

優勝設
定時間

ME 6.6 555 80 分 WE 3.8 300 65 分
M15A 2.2 170 40 分 W15A 2.1 175 35 分
M18A 3.4 340 50 分
M20A 3.6 350 60 分 W20A 2.2 195 50 分
M21A 5.5 435 70 分 W21A 3.4 270 55 分
M21AS 3.4 270 40 分 W21AS 2.2 170 30 分
M30A 4.4 365 60 分 W30-40A 3.0 275 45 分
M40A 3.7 290 55 分
M50A 3.0 260 45 分 W50A 2.2 150 35 分
M60A 2.4 175 40 分 W60A 2.0 175 35 分
MB 2.2 170 40 分 WB 2.1 175 35 分

クラス 距離 登距離 優勝設
定時間

フィットネス
(N/G) 2.1 140 40 分

OA 3.7 290 60 分
OAS 2.2 170 40 分
OB 2.1 175 40 分

※フィットネスクラスはオリエン
　テーリング初心者の方を対象
　としたクラスになります。

大会会場：高麗小学校（〒 350-1246 埼玉県日高市梅原 5-1）
開場：8:30

冬場の体育館となりますので、銀マットやスリッパなどを
用意することをオススメします。

公式掲示板：プログラム発表後の変更点等を掲示します。参
加者の方は必ず目を通すようにしてください。
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■受付       
事前申込の方：
申込に不備の無い方は受付を通る必要はありません。
申込に不備のあった方は、公式掲示板に掲示しますので、受付までお越し
ください。

当日申込の方：
受付にて申込用紙に必要事項を記入し、参加費を添えて参加申し込みして
ください。（受付時間 8:30 ～ 11:00）

コンパスの貸出：
受付にてコンパスの貸し出しをします。万一破損や紛失などがあった場合
には実費として 2,000 円負担していただきます。

配布物：
コントロール位置説明は ME クラスのみスタート地区にて配布します。そ
れ以外のクラスは受付横にクラス毎に置いてあるので各自お取りください。
また、レンタル用の SI は受付横に置いてあるので各自で SI に貼ってある
シールを見て自分のレンタル SI をお取りください。また、マイ SI カード
の方もラベルシールを SI に貼る必要がありますので、受付横までシールを
取りに来てください。

ナンバーカード：
競技に出走するにはナンバーカードが必要になります。これは主催者側で
は用意しません。以下の要領で参加者の皆さんそれぞれでご用意ください。

1973
香坂 千奈

W 1 8 A
上段：番号（スタートリスト参照）　中段：氏名　下段：参加クラス

必要なものが見やすく書かれていれば、全体的なデザイン等は自由にして
ください。ちょっと凝ったナンバーカードにすると、何かいいことがある
かもしれません。
また、ナンバーカードを留める安全ピンなども主催者側では用意しません
ので、忘れないようにご注意ください。

代走：
代走は認めません。

■スタート      
スタートまでの誘導・距離：
スタートまでは青色テープ誘導、1.5km( 徒歩 25 分 ) です。
スタートまでの誘導の途中で、競技者と交差する可能性があります。
スタート地区に SI カード・ナンバーカードを忘れた場合はスタートできま
せん。

スタート方法：
3 分前になったら各クラスのスタート枠に入ってください。
3 分前枠で役員がクラスの確認・SI カードのチェック等を行います。
1 分ごとに 1 つ前に進みます。

ME クラスのみ 2 分前枠にコントロール位置説明表があります。必要な
方はここで 1 枚取ってください。コントロール位置説明表のサイズは縦
16.2cm、横 5.6cm となります。
1 分前枠で自分のクラスの地図を取ってください。
スタート合図とともに、スタートしてください。

遅刻：
自分のスタート時刻に遅刻した場合は、まず役員にその旨をお伝えくださ
い。役員のチェック後、遅刻枠よりのスタートとなります。
なお、遅刻の原因が主催者の責任である場合を除き、遅刻者の所要時間は
指定された正規のスタート時刻からの計測となります。

ウィンブレ輸送：
ウィンドブレーカーをスタート地区で預かります。番号を記載した大きな
袋を準備しますので、各自で自分の入れた袋の番号を覚えてください。
荷物札は受付横にありますので、必要に応じてご利用ください。

■競技       
立入禁止区域：
地図上で示されている立ち入り禁止区域および住宅・耕作地等の私有地に
は絶対入らないでください。立ち入り禁止区域への立ち入りを行った場合
は失格となります。
地図上に示されていない場合でも、現地において青黄テープで囲まれた区
域は立ち入り禁止です。

けが人の救助：
けが人を発見した場合には、速やかに場所・状況などを係員にお知らせく
ださい。けが人の救助は競技よりも優先してください。

給水：
コースの途中に給水所を設けます。

■フィニッシュ      
地図回収：
フィニッシュ地域での地図回収は行いません。出走前の選手に見せる事の
ないようにお気をつけください。見せたことが判明した場合は双方ともに
失格となります。

フィニッシュでは SI カードは回収しません。フィニッシュ後は各自 SI カー
ドの 読み取り場所まで SI カードを持参し役員に渡してください。読み取り
後にレンタルカードは回収し、マイカードは返却します。

フィニッシュから会場まで：
フィニッシュ地域から大会会場までは緑テープ誘導、1.0km( 徒歩 15 分 )
です。会場に着いたら SI カードの読み取りを忘れずに行ってください。

■成績・表彰式      
速報：
会場内に速報を貼り出します。また、公式サイトに成績を掲載します。

表彰式：
各クラス上位 3 名を表彰します。
表彰式は成績の確定したクラスより順次行います。
エリートクラスの表彰は 14 時 30 分頃を予定してます。

抽選会：
表彰式の後、オリエンテーリングウェア等の当たる抽選会を行います。
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体験クラス（12 日のみ）のご案内         
12 日は、体験クラスがございます。
巾着田に設置されたチェックポイントをまわるコースです。オリエンテーリングに興味がある方、初めての方は、ぜひご参加ください。

受付場所：埼玉県　日高市立高麗小学校　体育館内受付
受付時間：10:00 ～ 12:00
参加費：無料

抽選会のお知らせ             
表彰式の後、オリエンテーリングウェア等の当たる抽選会を行います。
受付にて、印刷されたプログラムを提示することで抽選券をもらえます。（印刷されたプログラムを何部待ってきても 1 人 1 枚となります。印刷されてないデー
タだけのものなどでは引き換えできません。）
この抽選券の番号で表彰式後に抽選会を行います。これは O-News10 周年企画の 1 つであり、これまで扱ってきたウェアやその他雑貨などの豪華景品が当
たります。中にはオリエンテーリングに関係無いものもあるかもしれませんが…。
ぜひご参加ください。

全体の注意事項              
＊大会当日までオリエンテーリング目的でのテレインへの立入を禁止します。
＊競技エリアと会場内は火気使用厳禁です。タバコは絶対に吸わないでください。
＊大会への参加は自己の健康状態を考え、絶対に無理はしないでください。なお、当日の体調を確認し大会役員および大会救護員が競技参加に問題があると
　判断した場合競技参加を禁止する場合があります。
＊傷害保険は主催者が締結しますが補償額に限度があります。参加者も傷害保険に加入してください。各自で健康保険証の持参を薦めます。
＊自分で出したゴミは必ずお持ち帰りください。また民家の庭や畑に入ったり樹木を傷つけないでください。
＊参加者が自分自身、あるいは第三者へ与えた損傷、損害、損失においては、主催者、主管はその責任を持ちません。
＊会場周辺の道路は駐車禁止です。
＊大会参加申し込み時に記載頂いた個人情報は、本大会の運営目的以外には使用いたしません。なお、記録および大会中の写真は本大会 Web に掲載すると
　ともに、新聞等に掲載することがあります。
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スタートリスト（11 日）             
L クラス
時刻 名前 所属
11:30 石井 龍男 千葉 OLK
11:31 山本 紗穏里 横浜国立大学
11:32 岡部 淳 入間市 OLC
11:33 山本 陽子 ES 関東クラブ
11:34 今井 信親 ワンダラーズ
11:35 荒井 正敏 多摩 OL
11:36 丸藤 純 航走の会
11:37 大塚 友一 京葉 OL クラブ
11:38 山本 桃子 ES 関東 C
11:39 迫田 順 はぴとれ
11:40 佐々木裕之 FFC
11:41 小林 遼 渋谷で走る会
11:42 鹿野 勘次 岐阜
11:43 前田 裕太 三河 OLC
11:44 小泉 辰喜 東京 OL クラブ
11:45 船戸 温郎 愛知 OLC
11:46 明石 五郎 春日部 OLC
11:47 安藤 克美
11:48 二村 真司 東海高校
11:49 比企野 純一 東海高校
11:50 町井 稔 長野県協会
11:51 宮嶋 大輔 東海中学校
11:52 中山 勝 春日部 OLC
11:53 小池 英希 丘の上
11:54 青島 秀武
11:55 村越 久子 静岡 OLC
11:56 池田 博 方向音痴会
11:57 芦崎 衛 金沢工大 OTC
11:58 福田 雅秀 川越 OLC
11:59 荻田 育徳 OC ⊿下野
12:00 高野 美春 入間市 OLC
12:01 福西 佑紀 Club 阿闍梨
12:02 鈴木 健夫 京葉 OL クラブ
12:03 山口 征矢 川口 OLC
12:04 岡部 悦子 入間市 OLC
12:05 松本 佳也 なんちゃってエリート
12:06 紺野 俊介 横浜 OLC
12:07 野本 圭介 筑波大学
12:08 深井 淳之 ワンダラーズ
12:09 桜井 剛 ＥＳ関東Ｃ
12:10 米本 昌平 東海高校
12:11 田島 三郎 入間市 OLC
12:12 戸上 直哉 東工大 OLT
12:13 小野澤 清楓 群馬大学
12:14 久保田 晧貴 桐朋 IK
12:15 海野 とみ子 川越 OLC
12:16 久保田 優 入間市 OLC
12:17 稲葉 英雄 三河 OLC
12:18 水嶋 直子 渋谷で走る会
12:19 久保 君子 練馬 OLC
12:20 畝林 誠 金沢メタ坊～ず
12:21 谷垣 宣孝 OLP 兵庫
12:22 齋藤 英之
12:23 今泉 正喜 ときわ走林会
12:24 小島 由幸 Forester
12:25 森 竜生 横浜 OL
12:26 小林 重信 ときわ走林会
12:27 山本 博司 ES 関東クラブ
12:28 冨家 遼子 kolc
12:29 久米田 誉晃 青葉会
12:30 田村 聡 多摩 OL
12:31 青木 洸則 北大おーえるしぃ
12:32 関野 賢二 YTC78
12:33 愛場 庸雅 OLC レオ

時刻 名前 所属
12:34 林 浩平 筑波大学
12:35 宮崎 敦司 （無所属）
12:36 植松 彩 入間市 OLC
12:37 藤生 考志 東京 OL クラブ
12:38 藤瀬 翔太 金沢工大 OTC
12:39 池田 純也 鞍部同好会
12:40 小暮 喜代志 ES 関東 C
12:41 須藤 友絵 入間市 OLC
12:42 今 正寛 金沢工大 OTC
12:43 海老沢 正 入間市 OLC
12:44 岡本 洸彰 東海高校
12:45 青島 光太郎
12:46 小林 岳人 ES 関東 C
12:47 須藤 かおる 入間市 OLC
12:48 八神 遥介 青葉会
12:49 児玉 拓 多摩 OL
12:50 井口 良範 高崎 OLC
12:51 山田 健一 札幌 OLC
12:52 山田 京子 大島レディース
12:53 千明 瑞希 kolc
12:54 大塚 校市 千葉 OLK
12:55 海野 忠秋 川越 OLC
12:56 松澤 俊行 浜松市
12:57 浦野 弘 入間市 OLC
12:58 阿部 昌隆 東京ＯＬクラブ
12:59 奥山 景得 川口 OLC
13:00 茅野 耕治 ワンダラーズ
13:01 山本 真司 ES 関東 C
13:02 横澤 夕香 おひとり様会
13:03 小林 二郎 入間市 OLC
13:04 森川 正己 京葉 OL クラブ
13:05 高野 純一 静岡 OLC
13:06 浅井 健介 東海高校
13:07 高橋 猛 ワンダラーズ
13:08 角岡 明 三河 OLC
13:09 杉本光正 ES 関東クラブ
13:10 池 陽平 京葉 OL クラブ
13:11 土井 洋平 群馬県太田市
13:12 赤井 秀和 静岡 OLC
13:13 山崎 弘文 札幌 OLC
13:14 橘 孝祐 kolc
13:15 天野 裕貴 東海高校
13:16 鈴木 榮一 千葉 OLK
13:17 土屋 晴彦 愛知 OLC
13:18 木村 耕平 入間市 OLC
13:19 山根 祥延 大阪 OLC
13:20 石塚 脩之 横浜 OL クラブ
13:21 田濃 邦彦 静岡 OLC
13:22 池田 玲子
13:23 Thomas Cheng Hong Kong Orienteering Club
13:24 渡辺 円香 ES 関東 C
13:25 成田 美奈子 大島レディース
13:26 青木 俊之 練馬 OLC
13:27 平島 勝彦 入間市 OLC
13:28 平島 俊次 京都 OLC
13:29 大林 俊彦 大阪 OLC
13:30 田中 秀治 Club 阿闍梨
13:31 国分 幸二 Club 阿闍梨
13:32 田村 真由美 Club 阿闍梨
13:33 駒井 敏靖 Club 阿闍梨
13:34 森田 次彦 Club 阿闍梨
13:35 小川 友岳 Club 阿闍梨

S クラス
時刻 名前 所属
11:30 橋本 八州馬 岐阜 OLC
11:31 齋藤 英津子 東京 OL クラブ
11:32 植松 裕子 入間市 OLC
11:33 栗原 友和
11:34 中里 勝彦 航走の会
11:35 尾上 俊雄 OLP 兵庫
11:36 岡野 英雄 愛知 OLC
11:37 加藤 伶子 入間市 OLC
11:38 寺岡 倫子 インカレ実行委員会
11:39 大塚 ふみ子 千葉 OLK
11:40 中原 信一 大阪 OLC
11:41 田中 徹 京葉 OL クラブ
11:42 高野 政雄 多摩 OL
11:43 手塚 美佳 Club 阿闍梨
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スタートリスト（12 日）             
ME
時刻 名前 所属
10:30 101 戸上 直哉 東工大 OLT
10:32 102 小暮 喜代志 ES 関東 C
10:34 103 山上 大智 東京大学 OB
10:36 104 渡仲 祥太 名古屋大学
10:38 105 古林 琢 東工大 OLT
10:40 106 小林 遼 渋谷で走る会
10:42 107 嶋岡 雅浩 名古屋大学
10:44 108 紺野 俊介 横浜 OLC
10:46 109 小泉 成行 O-Support
10:48 110 篠原 岳夫 渋谷で走る会
10:50 111 谷川 友太 OLC ルーパー
10:52 112 松澤 俊行 浜松市
10:54 113 堀田 遼 トータス
10:56 114 松本 佳也 なんちゃってエリート
10:58 115 中島 正治 kolc

M15A クラス
時刻 名前 所属
10:00 301 小崎 舜真 麻布 olk
10:01 302 横山 一石 麻布 olk
10:02 303 横田 大介 東農大三高
10:03 304 長澤 徳英 麻布 olk
10:04 305 山崎 大聖 麻布 olk
10:05 306 小浦 姿 麻布 olk
10:06 307 古賀 剛司 麻布 olk
10:07 308 青木 優英 東農大三高
10:08 309 青島 光太郎
10:09 310 市川 智基 麻布 olk
10:10 311 馬場 啓 麻布 olk
10:11 312 津田 泰裕 麻布 olk
10:12 313 森 鴻之介 東農大三高
10:13 314 根岸 龍宏 麻布 olk
10:14 315 荘司 竜大 桐朋 IK
10:15 316 照井 壮太 横浜 OL クラブ
10:16 317 宮谷 飛王 麻布 olk

M18A クラス
時刻 名前 所属
10:20 401 高見澤 翔一 麻布 olk
10:21 402 廿楽 大輝 東農大三高
10:22 403 久米 悠介 麻布 olk
10:23 404 忽滑谷 眞一 東農大三高
10:24 405 岩田 千輝 東農大三高
10:25 406 塩田 彩人 武相高校
10:26 407 増子 真太朗 麻布 olk
10:27 408 国沢 楽 桐朋 IK
10:28 409 羽田 将弘 武相高校
10:29 410 黒圖 雄也 東農大三高
10:30 411 金井 亮介 東農大三高
10:31 412 川上 将広 武相高校
10:32 413 島野 椋 東農大三高
10:33 414 宮嶋 大輔 東海中学校
10:34 415 西村 直哉 麻布 olk
10:35 416 満井 康晟 東農大三高
10:36 417 岩田 勇郷 東農大三高
10:37 418 森川 周 桐朋 IK
10:38 419 青木 遥亮 東農大三高
10:39 420 開米 秀策 東農大三高
10:40 421 早川 和秀 桐朋 IK
10:41 422 市川 直人 東農大三高
10:42 423 堀元 崇史 東農大三高
10:43 424 大城 真人 武相高校
10:44 425 山川 拓未 東農大三高

時刻 名前 所属
10:45 426 鈴木 広志 東農大三高
10:46 427 床並 忍 武相高校

M20A クラス
時刻 名前 所属
10:00 501 大菱池 遼 桐朋 IK
10:01 502 芦崎 衛 金沢工大 OTC
10:02 503 清水 敬太 東北大 OLC
10:03 504 山野 薫 桐朋 IK
10:04 505 津島 孝祐 桐朋 IK
10:05 506 浜口 哲 桐朋 IK
10:06 507 藤瀬 翔太 金沢工大 OTC
10:07 508 天野 裕貴 東海高校
10:08 509 高橋 友徳 桐朋 IK
10:09 510 二村 真司 東海高校
10:10 511 岡本 洸彰 東海高校
10:11 512 小松 栄輝 東北大 OLC
10:12 513 大石 洋輔 桐朋 IK
10:13 514 照井 雄大 東北大 OLC
10:14 515 比企野 純一 東海高校
10:15 516 高野 柾人 東北大 OLC
10:16 517 浅井 健介 東海高校
10:17 518 濱宇津 佑亮 麻布 olk
10:18 519 大田 将司 麻布学園
10:19 520 米本 昌平 東海高校

M21A クラス
時刻 名前 所属
10:00 601 西名 慧史 ときわ走林会
10:01 602 登坂 祥大 丘の上
10:02 603 田辺 洋一 Green Triangle
10:03 604 橋本 浩一 武相高校顧問
10:04 605 加藤 弘之 ES 関東 C
10:05 606 藤村 陸 早稲田大学
10:06 607 佐々木 裕之 FFC
10:07 608 柴沼 健 桐朋 IK
10:08 609 畝林 誠 金沢メタ坊～ず
10:09 610 Thomas Cheng Hong Kong Orienteering Club
10:10 611 福西 佑紀 Club 阿闍梨
10:11 612 中里 優里 東京農工大学
10:12 613 佐藤 大樹 東工大 OLT
10:13 614 蛭田 晃仁 ときわ走林会
10:14 615 木下 直樹 ときわ走林会
10:15 616 小山 清 京葉 OL クラブ
10:16 617 久米田 誉晃 青葉会
10:17 618 松井 俊一 筑波大学
10:18 619 林 浩平 筑波大学
10:19 620 田中 基成 筑波大学
10:20 621 池田 純也 鞍部同好会
10:21 622 長井 健太 桐朋 IK
10:22 623 田島 和明 筑波大学
10:23 624 八神 遥介 青葉会
10:24 625 河村 裕太 東京農工大学
10:25 626 石井 龍男 千葉 OLK
10:26 627 前田 裕太 三河 OLC
10:27 628 藤浦 圭一 kolc
10:28 629 片桐 拓登 ときわ走林会
10:29 630 山口 敦貴 kolc
10:30 631 後藤 孔要 筑波大学
10:31 632 国沢 五月 トータス
10:32 633 今 正寛 金沢工大 OTC
10:33 634 鈴木 慎一郎 丘の上
10:34 635 石山 良太 名古屋大学
10:35 636 野本 圭介 筑波大学
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時刻 名前 所属
10:36 637 山川 登 桐朋 IK
10:37 638 橋本 正毅 東北大 OLC
10:38 639 岡部 淳 入間市 OLC
10:39 640 青木 洸則 北大おーえるしぃ
10:40 641 那須 佳祐 筑波大学
10:41 642 久保田 晧貴 桐朋 IK
10:42 643 村山 宗理 東京農工大学
10:43 644 関根 慧 早稲田大学
10:44 645 坂本 泰一 東京農工大学
10:45 646 田濃 邦彦 静岡 OLC
10:46 647 米本 明弘
10:47 648 稲垣 湧斗 東北大 OLC

M21AS クラス
時刻 名前 所属
10:50 1101 青木 俊之 練馬 OLC
10:51 1102 坪居 大介 つばめ会
10:52 1103 小島 由幸 Forester
10:53 1104 小寺 実 丘の上
10:54 1105 小池 英希 丘の上
10:55 1106 須藤 かおる 入間市 OLC
10:56 1107 船田 賢 つくば Cocco
10:57 1108 栗原 友和
10:58 1109 天野 仁 横浜 OL クラブ
10:59 1110 石塚 脩之 横浜 OL クラブ

M30A クラス
時刻 名前 所属
11:00 701 浦瀬 太郎 女子医大 OLK
11:01 702 高野 純一 静岡 OLC
11:02 703 大塚 友一 京葉 OL クラブ
11:03 704 福田 雅秀 川越 OLC
11:04 705 小河原 成哲 丘の上
11:05 706 渡辺 研也 福島 OLC
11:06 707 斉藤 和助 京葉 OL クラブ
11:07 708 木村 耕平 入間市 OLC
11:08 709 森山 松年 春日部 OLC
11:09 710 赤井 秀和 静岡 OLC
11:10 711 藤生 考志 東京 OL クラブ
11:11 712 山本 真司 ES 関東 C

M40A クラス
時刻 名前 所属
10:30 801 田中 秀治 Club 阿闍梨
10:31 802 石沢 賢二 春日部 OLC
10:32 803 田村 聡 多摩 OL
10:33 804 照井 幸太 横浜 OL クラブ
10:34 805 城田 直之
10:35 806 桜井 剛 ES 関東 C
10:36 807 山田 健一 札幌 OLC
10:37 808 中里 勝彦 航走の会
10:38 809 小林 岳人 ES 関東 C
10:39 810 伊藤 夏生 ES 関東
10:40 811 森 竜生 横浜 OL
10:41 812 菱沼 輝男 FFC
10:42 813 飯島 誠 OLC サン・スーシ
10:43 814 竹下 俊輔 筑波大 OB 愛好会
10:44 815 大林 俊彦 大阪 OLC
10:45 816 小泉 辰喜 東京 OL クラブ
10:46 817 藤島 英史 東京 OL クラブ
10:47 818 鈴木 真 Green Triangle

M50A クラス
時刻 名前 所属
10:00 901 荒井 正敏 多摩 OL
10:01 902 太矢 隆士 京葉 OL クラブ
10:02 903 奥山 景得 川口 OLC
10:03 904 谷垣 宣孝 OLP 兵庫
10:04 905 齋藤 英之
10:05 906 宮崎 敦司 （無所属）
10:06 907 中原 信一 大阪 OLC
10:07 908 齋藤 宏顕 ES 関東クラブ
10:08 909 愛場 庸雅 OLC レオ
10:09 910 井上 仁 OLC レオ
10:10 911 板谷 日出男 OLP 兵庫
10:11 912 宍戸 祐司 ソニー OLC
10:12 913 杉本 光正 ES 関東クラブ
10:13 914 黒羽 和之 ときわ走林会
10:14 915 井口 良範 高崎 OLC
10:15 916 阿部 昌隆 東京 OL クラブ
10:16 917 町井 稔 長野県協会
10:17 918 船戸 温郎 愛知 OLC
10:18 919 稲葉 英雄 三河 OLC
10:19 920 茅野 耕治 ワンダラーズ
10:20 921 角岡 明 三河 OLC
10:21 922 五十嵐 則仁 横浜 OL クラブ
10:22 923 種村 茂夫 OLP 兵庫
10:23 924 山根 祥延 大阪 OLC
10:24 925 橋本 八州馬 岐阜 OLC
10:25 926 山崎 弘文 札幌 OLC
10:26 927 土屋 晴彦 愛知 OLC
10:27 928 中山 勝 春日部 OLC
10:28 929 鈴木 健夫 京葉 OL クラブ
10:29 930 田中 徹 京葉 OL クラブ
10:30 931 池田 博 方向音痴会
10:31 932 迫田 順 はぴとれ
10:32 933 小倉 秀一 ラジヲオリエンズ
10:33 934 河地 尚志 東京ハセツネクラブ
10:34 935 長谷川 照恭 サン・スーシ
10:35 936 伊東 博司
10:36 937 久保田 優 入間市 OLC

M60A クラス
時刻 名前 所属
10:40 1001 鈴木 榮一 千葉 OLK
10:41 1002 深井 淳之 ワンダラーズ
10:42 1003 大塚 校市 千葉 OLK
10:43 1004 橋本 松夫 福島県 OL 協会
10:44 1005 海野 忠秋 川越 OLC
10:45 1006 中安 正弘 春日部 OLC
10:46 1007 尾上 俊雄 OLP 兵庫
10:47 1008 今井 信親 ワンダラーズ
10:48 1009 高橋 猛 ワンダラーズ
10:49 1010 津久井 照夫 館林 OLC
10:50 1011 海老沢 正 入間市 OLC
10:51 1012 平島 俊次 京都 OLC
10:52 1013 児玉 拓 多摩 OL
10:53 1014 小嶋 信義 ワンダラーズ
10:54 1015 小嶋 愼一 前橋 OLC
10:55 1016 若梅 友行 横浜 OL クラブ
10:56 1017 津金沢 民男 高崎 OLC
10:57 1018 明石 五郎 春日部 OLC
10:58 1019 加藤 昭治 東海走友会
10:59 1020 田島 三郎 入間市 OLC
11:00 1021 山本 博司 ES 関東クラブ
11:01 1022 伊藤 清 ワンダラーズ
11:02 1023 小林 二郎 入間市 OLC
11:03 1024 高野 政雄 多摩 OL
11:04 1025 関野 賢二 YTC78
11:05 1026 船橋 昭一
11:06 1027 荻田 育徳 OC ⊿下野
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時刻 名前 所属
11:07 1028 小幡 昭次 三河 OLC
11:08 1029 平島 勝彦 入間市 OLC
11:09 1030 鹿野 勘次 岐阜
11:10 1031 永元 秀和 京葉 OL クラブ
11:11 1032 岡野 英雄 愛知 OLC
11:12 1033 藤原 三郎 山梨骨骨クラブ
11:13 1034 河村 健二 横浜 OL クラブ
11:14 1035 宮田 信一郎 入間 OLC
11:15 1036 天明 英之 東京 OL クラブ
11:16 1037 山口 征矢 川口 OLC
11:17 1038 浦野 弘 入間市 OLC
11:18 1039 酒井 克明 調布市 WR 協会
11:19 1040 有泉 幸彦 新宿 OLC

MB クラス
時刻 名前 所属
10:50 1201 小川 友岳 Club 阿闍梨
10:51 1202 小橋 昌明 春日部 OLC
10:52 1203 岡本 真嗣
10:53 1204 石川 聖也 東農大三高
10:54 1205 根岸 貞夫 Club 阿闍梨
10:55 1206 風穴 周 Club 阿闍梨
10:56 1207 森田 次彦 Club 阿闍梨
10:57 1208 豊喜 千春 東農大三高
10:58 1209 下條 ふみと

WE クラス
時刻 名前 所属
11:00 201 常住 紗織 ときわ走林会
11:02 202 渡辺 円香 ES 関東 C
11:04 203 齋藤 早生 チーム白樺
11:06 204 横澤 夕香 おひとり様会
11:08 205 高野 由紀 入間市 OLC
11:10 206 高野 美春 入間市 OLC
11:12 207 大河内 恵美 kolc
11:14 208 柳川 梓 筑波大学
11:16 209 五味 あずさ 金大 OLC
11:18 210 津田 春菜 京葉ＯＬクラブ
11:20 211 千明 瑞希 kolc
11:22 212 番場 洋子 ぞんび～ず

W15A クラス
時刻 名前 所属
10:17 1301 榎本 由佳里 東農大三高
10:18 1302 宮永 あゆき 東農大三高

W20A クラス
時刻 名前 所属
10:10 1401 直井 萌香 筑波大学
10:11 1402 椎名 麻美 茨城大学 OLD
10:12 1403 川島 実紗 名古屋大学

W21A クラス
時刻 名前 所属
10:30 1501 大塚 千夏子 東京農工大学
10:31 1502 花木 睦子 トータス
10:32 1503 水嶋 直子 渋谷で走る会
10:33 1504 神石 明子 Green Triangle
10:34 1505 宮田 優花 筑波大学
10:35 1506 小松 陽子 筑波大学
10:36 1507 山本 紗穏里 横浜国立大学
10:37 1508 新井 宏美 京葉 OLC
10:38 1509 豊澤 香澄 kolc
10:39 1510 浦瀬 香子 女子医大 OLK

W21AS クラス
時刻 名前 所属
10:14 1901 寺岡 倫子 インカレ実行委員会
10:15 1902 岡部 悦子 入間市 OLC
10:16 1903 冨家 遼子 kolc

W30-40A クラス
時刻 名前 所属
10:20 1601 村越 久子 静岡 OLC
10:21 1602 宮川 祐子 ES 関東 C
10:22 1603 山田 京子 大島レディース
10:23 1604 須藤 友絵 入間市 OLC
10:24 1605 和田 美千代 サン・スーシ

W50A クラス
時刻 名前 所属
10:50 1701 植松 裕子 入間市 OLC
10:51 1702 成田 美奈子 大島レディース
10:52 1703 大塚 ふみ子 千葉 OLK
10:53 1704 高橋 明美 サン・スーシ

W60A クラス
時刻 名前 所属
10:40 1801 齋藤 英津子 東京 OL クラブ
10:41 1802 若梅 節子 横浜 OL クラブ
10:42 1803 久保 君子 練馬 OLC
10:43 1804 関根 多恵子 福島県 OL 協会
10:44 1805 山本 陽子 ES 関東クラブ
10:45 1806 加藤 伶子 入間市 OLC
10:46 1807 海野 とみ子 川越 OLC

WB クラス
時刻 名前 所属
10:00 2001 山本 桃子 ES 関東 C
10:01 2002 佐々木 友香 東農大三高
10:02 2003 田村 真由美 Club 阿闍梨
10:03 2004 今村 百合子 山梨骨骨クラブ
10:04 2005 石川 文美子 山梨骨骨クラブ
10:05 2006 伊藤 千絵 Club 阿闍梨
10:06 2007 谷口 千沙 東農大三高

フィットネス（N/G）クラス
時刻 名前 所属
10:55 2101 手塚 美佳 Club 阿闍梨
10:56 2102 小俣 和子 山梨骨骨クラブ
10:57 2103 駒井 敏靖 Club 阿闍梨
10:58 2104 国分 幸二 Club 阿闍梨
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