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第 20回 クラブ対抗リレーオリエンテーリング大会 

プログラム 
 

主催 特定非営利活動法人埼玉県オリエンテーリング協会 

協力 埼玉県青少年総合野外活動センター 

協賛 カリフォルニア・レーズン協会 

 

大会役員 
運営責任者 特定非営利活動法人埼玉県オリエンテーリング協会 高村  卓 

競技責任者 特定非営利活動法人埼玉県オリエンテーリング協会 福原 正三 

コース設定者 特定非営利活動法人埼玉県オリエンテーリング協会 大塚 弘樹 

 

スケジュール 平成 28年 3月 27日（日） 
9:30  受付開始 

10:50  開会式 / 走順票提出期限 

11:00  競技説明・デモンストレーション 

11:20  1走スタート （クラス 4） 

11:25  1走スタート （クラス 3） 

11:30   1走スタート （クラス 2/1） 

13:30  繰上げスタート / 地図返却 / 地図販売開始 

14:10  表彰式 

14:30  フィニッシュ閉鎖   

 

問い合わせ先 埼玉県オリエンテーリング協会  

携帯電話 ０９０－４６２８－５０３９ 

E-mail  saitamaken.kyokai.taikai●gmail.com （●を@に直してください。）   

 

中止の判断 
大会当日に運営責任者が、大会を実施するかどうかの判断をします。中止する場合は、埼玉県オリエンテーリング協会のホームページ

に 6:00 頃にその旨を掲載します。 （http://www.orienteering.com/~saitama/） 

大会当日、埼玉県秩父市・横瀬町に気象上の警報が発令された場合、原則として大会は中止します。 判断がつかない場合は、上記の

問い合わせ先へ問い合わせください。   

 

 

 

Ⅰ 会場 埼玉県青少年総合野外活動センター 
埼玉県秩父郡横瀬町芦ヶ久保１８０  http://yakatu.shopro.co.jp/index.html 

 

(1) 会場へのアクセス 

鉄道利用 ◇西武秩父線芦ヶ久保駅から徒歩約２時間：芦ヶ久保駅（約１時間）→木の子茶屋（約１時間）→会場 

（ハイキングおすすめコース） 

◇秩父鉄道大野原駅から徒歩約２時間３０分：大野原駅（約１時間）→２番札所真福寺（約１時間３０分）→会場 

 ◇西武秩父線芦ヶ久保駅から無料送迎バス（事前予約制：協会ＨＰ参照 

http://www.orienteering.com/~saitama/category1/entry16.html） 

                 ※帰りの送迎バスは、スケジュールに合わせて運行予定です。大会当日にご案内いたします。 

自家用車利用 ■圏央道狭山日高ＩＣ→国道２９９号線→正丸トンネル→ 芦ヶ久保→丸山林道→会場 

■関越道花園ＩＣ→国道１４０号線→秩父市上野町信号左折→ 国道２９９号線→芦ヶ久保→丸山林道→会場 

 

(2) 会場利用上の注意 

・競技中、ならびに会場での火気の使用は禁止します。 

・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。 

・会場は一般の方も利用しています｡他の方の迷惑とならないよう注意願います。 

・会場内には飲料の自動販売機がありますが、食堂や物販はありません。 

・芦ヶ久保駅には、道の駅「果樹園あしがくぼ」（物販 8:30～、食堂 10:00～）が隣接していますが、コンビニはありません。昼食や飲み

物はあらかじめ購入して持参することをお勧めいたします。  

http://www.orienteering.com/~saitama/
http://yakatu.shopro.co.jp/index.html
http://www.orienteering.com/~saitama/category1/entry16.html
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１．［自家用車利用］ 圏央道・狭山日高ＩＣ～会場 （国道２９９号線経由 約 40km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．［自家用車利用］ 関越道・花園ＩＣ～会場 （国道１４０号線・皆野寄居有料道路経由 約 40km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アクセスマップ 
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１．駐車場及び本部・更衣室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ※駐車箇所①及び②は、競技終了まで車を移動することができません。競技終了前に車を移動する場合は、 

          駐車箇所③をご利用ください。 

 

 

２．競技エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

フィニッシュ 

スペクターズコントロール 

最終コントロール 

スタートへ 

セントラルロッジ 
（本部・更衣室） 

会場レイアウト 
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Ⅱ 競技情報 
 

（1） 競技規則・失格事項・競技上の注意 

[競技規則] 

日本オリエンテーリング協会（JOA）が定める「日本オリエン

テーリング競技規則」を適用します。 

・競技形態 3 人によるリレー競技   

・クラス 

4 ～ 1の 4 クラス  

・チーム編成  

チームのメンバーに重複のない場合を、正規チームとし

ます。また、チームのメンバーに重複のある場合を、準

チームとします。 

・パンチ方式 

EMIT 社製の電子パンチング計時システム（以下「Ｅカー

ド」）を使用します。 

 

[失格事項] 

下記のいずれかに該当したチームおよび競技規則に違

反する行為が判明したチームは失格とします。 

①各クラスの出場資格条件に違反している場合 

②提出走順票と異なる走順で競技をした場合 

③中継において次走者とのタッチが不完全であった場合 

④主管者の許可を得ないで競技前/競技後にテレイン内

に立ち入った場合 

⑥スタートエリア、または次走者待機枠に入る前に、地図

の入ったビニール袋を開けた場合 

 

(2) コース距離・登距離・優勝設定時間  

クラス 距 離 登距離 優勝設定時間 

4  2.6km 150m 90分 

3 2.6km 150m 90分 

2 2.2km 115m 90分 

1  1.8km 120m 90分 

上記距離・登距離はプログラム作成時点の状況に基づく数

値であり変更の可能性があります。最終決定内容について

は、大会当日の公式掲示板をご確認ください。 

 

(3) 競技地図： 「埼玉県青少年野外活動センター」 

縮尺 1:4,000  等高線間隔 5ｍ  通行可能度 4段階 

2016年 3月修正  JSSOM2007準拠 

カラープリンタ印刷  防水加工済 

・特記事項は下記のとおりです。なお、キャンプ場特有の施

設(ステージ・複数の固定椅子・ＭＴＢ転倒防止柵)の記載

を省略しています。 

 

 

 

 

 

 

 

・地図の包装状態 

地図面を内側にして二ツ折りしています。二ツ折した地図

は、薄いビニール袋に入れてあります。ナンバー/参加ク

ラス名/チーム名/走順はビニール袋に入った状態で確認

できます。 

大会当日の受付時に、地図はビニール袋に入った状態で

配布します。 

第 1 走者がスタートエリアに入るとき、各自の使用する地

図を、ビニール袋に入った状態で持ってきてください。第 2、

第 3 走者が次走者待機枠に入るときも、各自の使用する

地図を、ビニール袋に入った状態で持ってきてください。 

 

 

(4) コントロール位置説明 

・コントロール位置説明は、ＪＯＡ「コントロールに関する規

程と位置説明仕様 JSCD2008」を用います。 

・各コースの位置説明は事前公開しません｡ 

 

(5) テレイン情報 

・等高線間隔は、パークOで通常使用される2mと異なり5m

のため、等高線間隔の狭い部分は急峻な地形です。 

・見た目よりも灌木が多く、視界は開けていても、走行に困

難な部分もあります。 

・ログハウス周辺は、自由に往来が可能です。 

 

(6) コース情報 

・コースにおける誘導路は、必ず守ってください。 

・主催者の提供する給水所はありません。 

・すべてのクラスにおいて、スペクテーターズレーンがありま

す。競技者は、スペクテーターズレーン通過後、5～10 分

程度会場に戻ってくると予想されます。 

・前走者の確認方法は、当日のスタート前に行うデモンスト

レーションにて、わかりやすく説明をします。 

 

 (7) 走順票提出 

提出期限 3月 27日（日） 10:50 

・「走順票」は大会ウェブサイトに掲載します。また、大会受

付にも用意します。 

・期限までに走順票の提出がない場合は､プログラム記載

の名簿順を走順とします。 

・チーム名の変更はできません。    

 

(8) 電子パンチングシステムについて 

・本大会ではＥカードを使用します。 

・各チームに 1～3走用のＥカード 3枚が必要です。Ｅカード

の使い回しはできません。 

・指定以外のＥカード（他の走順のＥカードを含む）を使用し

た場合は失格となります。 

・Ｅカードを紛失・破損した場合は損害金 5,000 円を申し受

けます。 

・Ｅカードの操作に不慣れな競技者は､経験者から前もって

指導を受けてください。 

 

[E カード使用に関する注意] 

・選手全員は待機枠（1 走に限り、スタート枠）に入る前に必

ずスタート・ユニットでアクティベート（初期化：パイロットラ

ンプが 2回以上点灯することを確認）を済ませてください。

この処理を行わないとコントロールの通過証明が記録とし

て残りません。パイロットランプが点灯しない場合には、係

員に申し出てください。 

・Ｅカードはコントロールユニットに近づけるだけで反応する

場合がありますが、確実にコントロールユニットにセットし

ないとバックアップ記録は残りません。 

 

[コントロールで間違ったパンチをした場合の対処方法] 

・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。2回以上パンチし

ても問題はありません。 

・途中で間違ったコントロールでパンチした場合も、そのま

ま正しいコントロールに行ってパンチしてください。 間違っ

たコントロールのパンチが記録されても、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。 
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例１) 7→8→9 と行くべきところ、7→9 とパンチした場合 

⇒ そのまま 8に戻ってパンチをし、再び 9 をパンチ

します。(7→9→8→9) 

例２) 7→8 に行くべきところ他のクラスのコントロールＸで

パンチした場合 

⇒ そのまま 8に行ってパンチします。 

(7→Ｘ→8) 

・Ｅカードまたはバックアップラベルに通過記録が残ってい

ない場合は失格とします。 

 

(9) ナンバーカード 

・競技者は､主管者配布のナンバーカードを必ず胸に見え

やすく水平に取り付けてください｡正しく取り付けない場合

は、出走を認めません。取り付けは安全ピン合計 4 本以

上使用するか、それと同等の手段を各自用意してくださ

い。 

・ナンバーカードを折って取り付けることは禁止します。 

・ナンバーカードへの記入は禁止します。 

[ナンバーカードの数字構成] 

1桁目： クラス番号 

2桁目～3桁目： チーム番号 

4桁目： 走順番号 

（注 1） 各チームの 1～3 桁目は、スタートリストに掲載

しています。 

（注 2） ワンマンリレーのナンバーカードは、4 桁目が 9

です。 

 

(10) 服装・シューズ 

・公序良俗に反する服装は禁止します。（半裸、コスプレは

禁止します） 

・体の表面を露出しない服装を推奨します。 

 

(11) 調査依頼 

・競技運営に関する調査依頼は､大会本部備え付けの指定

用紙により、当日 14:30までに行ってください。 

 

(12) 公式掲示板 

・競技に関する変更事項､重要事項等を掲示します｡参加者

は必ず確認をしてください。 

 
(13) 注意事項 

  ・当日の天候にもよりますが、標高が比較的高いので、防寒

具をお持ちください。 

  ・使用地図は、縮尺 1:4000、等高線間隔 5mのため、等高線

間隔の狭い部分は急斜面となります。通行にあたっては、

十分に注意してください。 

・立ち入り禁止区域には決して入らないでください。 

・会場となるセントラルロッジ前の道路はランナーが通過い

たしますので、競技中に道路を通行する際は、十分にご注

意ください。。 

 

 

Ⅲ 表彰 
 

(1) クラス表彰 

各クラスとも、上位 3 位までを表彰します。正規チームと準

チームを区別することなく、上位 3位まで表彰します。 

 

(2) クラブ表彰 

各クラブの正規チームのみの中から、成績の良い 3 チーム

の得点を合計して、クラブ順位を決定します。そして、全出

場クラブの中で、クラブ順位が最も高かったクラブを、「クラ

ブ対抗杯」優勝クラブとして表彰し、優勝杯を授与します。 

 

(3) クラブ表彰における得点計算方法 

・各チームの得点は、①着順点と②年齢性別加点の合計

点によって算定します。 

 

① 本大会における着順点は、完走した各チームに対して、

次の得点を与えます。なお、失格したチームに対する着

順点は 0点です 

 

 ｸﾗｽ 4 ｸﾗｽ 3 ｸﾗｽ 2 ｸﾗｽ 1 

1 18 12 12  4 

2 16 10 10  2 

3 14  8  8  1 

4 12  6  6 - 

5 10  4  4 - 

6  8  2  2 - 

7  6  1  1 - 

8  4  1  1 - 

9  2  1  1 - 

10  1  1  1 - 

11～  1  1  1 - 

 

・同一クラブから、同一のクラスに複数の正規チームが出

場する場合でも、完走した全ての正規チームに上記の得

点を与えます。 

 

② 本大会における年齢性別加点は、当該チームが完走し

た場合に限り、当該チームを構成しているメンバーの年

齢・性別に応じ、次の得点を加算します。 

年齢 男性 女性 

～17歳 1点 2点 

18～49歳 － 1点 

50～69歳 1点 2点 

70歳～ 2点 3点 

・各チームに与えられる年齢性別加点は、スタートリストに

記載してあります。 
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Ⅳ 当日の流れ 
 

(1) 会場 

・本大会の会場は、セントラルロッジ及びその周辺です。

（会場レイアウト参照） 

・本部及び更衣室はセントラルロッジ内です。 

・会場にはトイレがあります。 

 

(2) 受付  9:30 - 10:50 

・全てのチームは、ナンバーカード、バックアップカード、競

技地図、レンタルＥカードを受付で受け取ってください。自

分のチームのものだけを受け取ってください。未出走チー

ムは受付しないでください。 

・当日参加の受付は行いません。 

・コンパスの貸し出しを希望する人は、大会本部に申し出て

ください。 

・プログラムに記載の走順を変更したいチームは、埼玉県

オリエンテーリング協会のＨＰに掲載している「走順表」を

記入し、10:50 までに大会本部に提出してください。走順を

変更する場合には、変更後の走順に割り当てられている

Ｅカードを、正しく使用してください。 

 

(3) ウォーミングアップエリア 

・ウォーミングは会場でお願いします。 

 

(4) 開会式  10:50 - 11:00 

・開会宣言 

・優勝杯の返還 

前年度クラブ対抗杯優勝： 埼玉県立浦和高校 

 

(5) 競技説明・デモンストレーション  11:00 – 11:15 

・競技の流れに沿ったデモンストレーションを行います。 

 

(6) スタート集合  11:20 (4) 11:25 (3) 11:35（2・1） 

・選手はスタート時刻の 5 分前に集合ください。遅刻者は、

係員の指示に従ってください。 

・第 1走者はスタートエリアに各自が競技で使用する地図を

持参してください。このとき地図はビニール袋に入った状

態で持参してください。スタートエリアに入る前に、ビニー

ル袋を開けた方は失格となります。 

・各選手は､スタートエリアに入る前にＥカードのアクティベ

ートを行ってください｡ 

・第 1走者は係員の点呼を受けてスタートレーンに従って待

機してください。 

・スタートエリアに入ったのち、地図をビニール袋から取り出

してください。地図を取り出したビニール袋は用意された

箱に入れ、周囲に捨てないでください。地図面を内側に折

った状態として、競技開始までは地図面を見ないようにし

てください。 

 

(7) スタート  11:30 (ｸﾗｽ 4) 11:35 (ｸﾗｽ 3) 11:40(ｸﾗｽ 2・1） 

・号砲により一斉スタートです。他の人と接触しないよう注

意してください。 

 ・フライングがあった場合には二発目の号砲またはホイッ

スルを吹きます。係員の指示により再度のスタートとなり

ます。 

・スタートフラッグまで赤白色のテープ誘導です。スタートフ

ラッグの位置が、地図上の△の位置です。 

 

 

 

(8) 中継（チェンジオーバー） 

・中継での選手呼出は行いません｡前走者の動向は、スペ

クテーターズレーンの通過と、最終コントロールからフィニ

ッシュに向かう際に確認してください。チームメンバーは、

前走者の動向を次走者に確実に伝えてください。  

・次走者は、待機枠に各自が競技で使用する地図を持参し

てください。このとき、地図はビニール袋に入った状態で

持参してください。次走者待機枠に入る前に、ビニール袋

を開けた方は失格となります。 

・各選手は次走者待機枠の入口でＥカードをアクティベート

ユニットに差し込み初期化・動作を確認してください｡ 

・次走者待機枠に入ったのち、地図をビニール袋から取り

出してください。地図を取り出したビニール袋は用意され

た箱に入れ、周囲に捨てないでください。地図面を内側に

折った状態として、競技開始までは地図面を見ないように

してください。 

・中継は、中継所で前走者が次走者に接触（タッチ）する事

により成立します。不完全な場合は失格となります。 

・中継の閉鎖時刻は、13:30 です。それ以降の中継は認め

ません。 

 

(9) フィニッシュ 

・第 3走者の着順はパンチングフィニッシュで判定します。 

・最終コントロールからフィニッシュまでは、赤白色のテープ

誘導です。 

・走者はフィニッシュラインを通過した後、そのままレーンを

進み、Ｅカードをフィニッシュユニットに差し込んでください｡ 

・その後、係員に地図を渡し、誘導に従いＥカード読み取り

ユニットにＥカードを差し込んでください｡レンタルＥカード

は、ここで回収します。なお 13:30 以降は地図回収を行い

ません。 

・競技を途中でやめた場合は、帰還後大会本部へＥカード

を必ず返却してください。 

・Ｅカードを紛失した場合は、大会本部に必ず申告してくだ

さい。 

・ゴール後、参加賞として、協賛会社様からのカリフォルニ

ア・レーズンと、飲み物をお渡しいたします。 

 

(10) 繰上げスタート  13:30 

・13:40 までに中継ができなかった未出走者は、繰上げスタ

ートになります。 

・当該選手は 13:35走者待機枠に集合してください。 

・各選手は、係員の指示に従って、Ｅカードをアクティベート

ユニットに差し込み、初期化・動作の確認をしてください｡ 

・13:30直前まで前走者との中継を認めます。中継完成の成

否判断は、フィニッシュ判定員が行います。 

・13:30 の号砲により一斉スタートしてください。 

・繰上げスタート以降、中継所を閉鎖します。 

 

(11) 結果速報 

・会場内において全クラス、およびクラブ対抗の速報を掲示

します。 
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(12) 表彰式  14:10 -  

・14:10頃から、会場において、表彰式を行います。 

・表彰式次第  

結果発表 

クラス表彰  各クラス 1 - 3位 

クラブ対抗杯表彰  1位 

 

(13)  競技終了  14:30 

・14:30 にフィニッシュを閉鎖します｡ 

・全ての競技者は競技途中でも、この時刻までに必ずフィニ

ッシュに帰還してください。 

 

(14) その他 

・競技を棄権したチームは､大会本部へその旨を伝え、Ｅカ

ードを取りまとめ返却してください。 

・地図返却は、繰上げスタート後に大会本部近辺で行いま

す。 

・地図販売は、繰上げスタート後に大会本部で行います。 

・本大会の結果は、Lap Center 及び埼玉県オリエンテーリ

ング協会のＨＰに掲載します。 

 

Ⅴ 留意事項 
 

(1) 観戦について 

・本大会の観戦は自由とします。 

・観戦者は本大会の参加者に準じた行動をとってください。

立入禁止箇所は遵守してください。 

 

(2) 写真撮影について 

本競技会への参加者、観戦者は競技の様子として、また、

競技や会場の風景として、主催者や報道機関に撮影される

ことがあります。そして、これらの写真を報告書や広報に使

用することがあります。この点、ご了承ください。 

 

(3) 救護・救急 

怪我人等の救急を要する選手を見つけた場合は、救助に

協力し、すみやかに係員に知らせてください。怪我人の救

助は、競技よりも優先します。大会本部では簡単な応急手

当のみ可能です。万が一に備え「健康保険証」を持参してく

ださい。 

 

(4) 損害・保険 

・大会において自分自身が受けた被害、第三者に与えた損

害に対して、主催者は一切責任を負いません。 

・行事賠償責任保険及び傷害保険は主催者で加入します

が、限度があります。各自で国内旅行保険に加入される

ことをお薦めします。 

・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。また、参加者が自分自身ある

いは第三者へ与えた損傷、損害、損失については、主催

者はその責任を負いません。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ⅵ 本大会協賛会社様のご紹介 
 

カリフォルニア・レーズン協会 様 

http://raisins-jp.org/ 

 

  

http://raisins-jp.org/
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【クラス４】 

クラブ名 チーム名 
対

抗 

加

点 

番号 
第１走 E-card 第２走 E-card 第３走 E-card 

ES 関東 C ES 関東 C風 Y 1 401 小暮喜代志 161046 杉本光正 223040 山本真司 ﾚﾝﾀﾙ 

入間市 OLC 入間市 OLC 玉露 Y 0 402 新隆徳 77024 山本淳史 208493 水嶋孝久 483424 

浦和高校 OC 浦和高校 OC０ Y 3 403 冨沢隆成 ﾚﾝﾀﾙ 烏野祐作 ﾚﾝﾀﾙ 伊藤悠貴 ﾚﾝﾀﾙ 

浦和高校 OC 浦和高校 OC１ Y 3 404 山浦夏樹 ﾚﾝﾀﾙ 高橋忠大 ﾚﾝﾀﾙ 幅裕斗 ﾚﾝﾀﾙ 

浦和高校 OC 浦和高校 OC5 N - 405 成松陽 ﾚﾝﾀﾙ     

関東パークＯ狂会 関東パークＯ狂会 Y 2 406 今泉正喜 ﾚﾝﾀﾙ 土井洋平 ﾚﾝﾀﾙ 関野賢二 ﾚﾝﾀﾙ 

杏友会 杏友会おはぎ Y 0 407 堀田遼 210012 三谷洋介 209691 石野夏幹 196612 

杏友会 杏友会一夜城 Y 0 408 池田純也 183062 燧暁彦 182500 結城克哉 183162 

国沢家 国沢家 Y 2 409 国沢楽 ﾚﾝﾀﾙ 国沢琉 ﾚﾝﾀﾙ 国沢五月 ﾚﾝﾀﾙ 

京葉 OL クラブ 京葉 OL クラブ A Y 1 410 小山清 198790 宮本樹 190170 大塚友一 171778 

渋谷で走る会 渋谷で走る会 N - 411 水嶋直子 220299     

多摩 OL 多摩 OL-A Y 1 412 菊澤恵三 ﾚﾝﾀﾙ 三野隆志 ﾚﾝﾀﾙ 加藤昭次 ﾚﾝﾀﾙ 

筑波大学 筑波大学３８期 Y 2 413 那須佳祐 199616 中村里奈 199674 宮田優花 199675 

筑波大学 筑波大学 38 期’ Y 0 414 村瀬貴紀 210106 栗原佑典 210115 後藤孔要 220402 

筑波大学 筑波大学コウヘイ Y 0 415 小柴滉平 220403 林浩平 220404 大塩耕平 220405 

東大 OLK 東大 OLK34 期 Y 1 416 小島拓也 168968 稲毛日菜子 198763 平木達也 169131 

東大 OLK 東大 OLK石油王 Y 0 417 衣川浩輔 182495 大久保宗典 196651 森泰二郎 182380 

東大 OLK 東大 OLK俣股又 Y 1 418 宮川早穂 183164 木島佑輔 196241 猪俣祐貴 196706 

東大 OLK 東大 OLK竹内力 Y 0 419 前中脩人 208295 松尾怜治 208555 竹内元哉 208156 

東大 OLK 大東 OLK資材部 Y 0 420 大東祐汰 208436 瀬川出 208438 谷口文弥 221760 

ときわ走林会 ときわ走林会恵比須 Y 1 421 常住紗織 ﾚﾝﾀﾙ 小林重信 ﾚﾝﾀﾙ 片桐拓登 ﾚﾝﾀﾙ 

ときわ走林会 ときわ走林会石神井 Y 0 422 八神遥介 ﾚﾝﾀﾙ 松井俊一 ﾚﾝﾀﾙ 石輪健樹 ﾚﾝﾀﾙ 

練馬区在住 練馬区在住 N - 423 池田匠 ﾚﾝﾀﾙ 池田博 ﾚﾝﾀﾙ 池田匠 ﾚﾝﾀﾙ 

みちの会 みちの会 A Y 0 424 太田貴大 205084 柳下大 ﾚﾝﾀﾙ 源後知行 183122 

みちの会 みちの会 B Y 1 425 皆川美紀子 158572 大木孝 ﾚﾝﾀﾙ 高橋元気 84317 

桐朋高校 桐朋Ａ Y 3 426 友田賢吾 ﾚﾝﾀﾙ  小林直登 183064 原万尋 185397 

桐朋高校 桐朋Ｂ Y 3 427 田中達樹 ﾚﾝﾀﾙ  小森直人 ﾚﾝﾀﾙ  中村諒 ﾚﾝﾀﾙ  

桐朋高校 桐朋Ｃ Y 3 428 園部仁士 ﾚﾝﾀﾙ  神田武暎 ﾚﾝﾀﾙ  迫田勝太 ﾚﾝﾀﾙ  

桐朋高校 桐朋Ｄ N - 429 佐藤隆 196710 都甲泰弘 ﾚﾝﾀﾙ  佐藤隆 ﾚﾝﾀﾙ  

スタートリスト 
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【クラス３】 

クラブ名 チーム名 
対

抗 

加

点 

番号 
第１走 E-card 第２走 E-card 第３走 E-card 

ES 関東 C ES 関東 C水 Y 3 301 小林岳人 180816 渡辺円香 161049 広江淳良 483415 

入間市 OLC 入間市 OLC紅茶 Y 2 302 川野貴司 171466 小林二郎 209683 久保田優 402065 

入間市 OLC 入間市 OLC ｳｰﾛﾝ茶 Y 2 303 須藤かおる 401534 渡部裕美子 220411 新井和彦 220302 

浦和高校 OC 浦和高校 OC２ Y 3 304 熊倉幸大 ﾚﾝﾀﾙ 久保田宙志 ﾚﾝﾀﾙ 須藤祐介 ﾚﾝﾀﾙ 

浦和高校 OC 浦和高校 OC３ Y 3 305 齊藤直希 ﾚﾝﾀﾙ 由木孝尚 ﾚﾝﾀﾙ 石井徹 ﾚﾝﾀﾙ 

浦和高校 OC 浦和高校 OC４ Y 3 306 仙田山鳳人 ﾚﾝﾀﾙ 吉澤秀郁 ﾚﾝﾀﾙ 小松俊士郎 ﾚﾝﾀﾙ 

春日部 OLC 春日部藤の花 Y 1 307 小橋昌明 ﾚﾝﾀﾙ 横溝隆夫 ﾚﾝﾀﾙ 石沢賢二 220417 

川越 OLC 川越ＯＬＣ時の鐘 Y 4 308 田口敏夫 171759 福田雅秀 190125 海野忠秋 210093 

杏友会 杏友会紫桜の丘 Y 3 309 小泉佳織 ﾚﾝﾀﾙ 増山友理子 ﾚﾝﾀﾙ 平方遥子 ﾚﾝﾀﾙ 

京葉 OL クラブ 京葉 OL クラブ B Y 4 310 宮本知江子 198867 宮本和奏 190171 錦戸靖幸 199066 

京葉 OL クラブ 京葉ＯＬクラブ N - 311 森川正己 213671     

多摩 OL 多摩 OL-B Y 4 312 山田一善 ﾚﾝﾀﾙ 高橋厚 483410 平雅夫 157867 

多摩 OL 多摩 OL-C N - 313 大町宏志 ﾚﾝﾀﾙ 荒井正敏 198771 菊澤恵三 ﾚﾝﾀﾙ 

東京 OL クラブ 東京 OL クラブ天 Y 1 314 小泉辰喜 196185 藤生考志 221707 四俣徹 76951 

東京 OL クラブ 東京 OL クラブ地 Y 3 315 天明英之 412182 阿部昌隆 76959 上田俊雄 76950 

東大 OLK 津田塾 OG Y 3 316 山口遼子 ﾚﾝﾀﾙ 黒木結花 ﾚﾝﾀﾙ 田村美香 ﾚﾝﾀﾙ 

東大 OLK 実践千葉さんﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ Y 3 317 中丸祝子 208320 石神愛海 196715 千葉史子 ﾚﾝﾀﾙ 

FORESTER Forester Y 1 318 遠山修二 ﾚﾝﾀﾙ 佐藤茂太 ﾚﾝﾀﾙ 小島由幸 171781 

横浜 OL クラブ 横浜ＯＬクラブ N - 319 五十嵐則仁 210118     
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【クラス２】 

クラブ名 チーム名 
対

抗 

加

点 

番号 
第１走 E-card 第２走 E-card 第３走 E-card 

ES 関東 C ES 関東 C火 Y 3 201 斎藤宏顕 409816 山本桃子 ﾚﾝﾀﾙ 山本博司 412158 

入間市 OLC 入間市 OLC 煎茶 Y 4 202 高野由紀 408515 高野政雄 408432 海老沢正 479632 

入間市 OLC 入間市OLC ほうじ茶 Y 5 203 植松彩 201335 渡辺加与美 401448 植松裕子 190157 

入間市 OLC 入間市 OLC 抹茶 Y 7 204 加藤怜子 402185 平島勝彦 401745 田島三郎 220410 

入間市 OLC 入間市 OLC 玄米茶 Y 5 205 田中博 401266 ニコライ ﾚﾝﾀﾙ 田中洋子 401295 

春日部 OLC 春日部桐の花 Y 4 206 中安正弘 210519 明石五郎 198765 森山松年 ﾚﾝﾀﾙ 

川越 OLC 川越ＯＬＣ小江戸 Y 6 207 高取千佳 ﾚﾝﾀﾙ 菅家征史 171779 海野とみ子 185290 

CLUB阿闍梨 Club 阿闍梨 A Y 4 208 国分幸二 ﾚﾝﾀﾙ 風穴周 204891 光瀬美樹 ﾚﾝﾀﾙ 

CLUB阿闍梨 Club 阿闍梨 B N - 209 高橋洋一 ﾚﾝﾀﾙ 森田次彦 ﾚﾝﾀﾙ 田島利佳 ﾚﾝﾀﾙ 

CLUB阿闍梨 Club 阿闍梨 C N - 210 田島利佳 ﾚﾝﾀﾙ 木村聡 220319 高橋洋一 ﾚﾝﾀﾙ 

ソニーOLC ソニーＯＬＣ Y 3 211 二木誠 ﾚﾝﾀﾙ 笠原健司 183071 中北勝 ﾚﾝﾀﾙ 

東京 OL クラブ 東京 OL クラブ人 Y 3 212 西沢敦 76945 小笠原揚太郎 401810 柴山卓史 76958 

所沢 OLC 所沢ＯＬＣ N - 213 原野幸男 171793     

【クラス１】 

クラブ名 チーム名 
対

抗 

加

点 

番号 
第１走 E-card 第２走 E-card 第３走 E-card 

ES 関東 C ES 関東 C土 N - 101 宇津明範 400850 山本陽子 408454 小暮喜代志 76925 

春日部 OLC 春日部古利根川 Y 5 102 中山勝 409792 三科伸之 185220 大木啓至 410197 

東農大三 東農大三はしげち Y 3 103 山川大貴 199260 橋口将大 199284 金子将歩 199380 

東農大三 東農大三ＮＯ．３ Y 3 104 森鴻之介 199506 辛島優太 199507 矢島巧 199508 


