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第３４回 埼玉県オリエンテーリング協会大会 

第 1９回 東京都選手権大会 
（兼 全日本リレー東京都代表選考会） 

プ ロ グ ラ ム 
 

 

      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ.大会日時・会場 

 

 日時：２０１８年９月２３日（日） 

 会場：埼玉県寄居町「桜沢コミュニティセンター」（寄居町大字桜沢 3821 番地） 

 主催：（特非）埼玉県オリエンテーリング協会、東京都オリエンテーリング協会 

 主管：（特非）埼玉県オリエンテーリング協会 

 後援：寄居町教育委員会 

 

Ⅱ.大会役員 

 

大会会長：福原 正三（埼玉県オリエンテーリング協会会長） 

競技責任者：皆川 美紀子 (埼玉県オリエンテーリング協会理事) 

運営責任者：横溝 隆夫 (埼玉県オリエンテーリング協会理事) 

コース設定者：皆川 美紀子 (埼玉県オリエンテーリング協会理事) 

競技役員：山口 征矢、齋藤 英之、大木 孝、大塚 弘樹、片柳 靖夫、木村 耕平、木村 治雄、 

小島 由幸、高村 卓、仁多見 剛 （埼玉県オリエンテーリング協会） 

  

埼玉県マスコット「コバトン」 
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Ⅲ.交通 

 
 

（１）公共交通機関利用 

①ＪＲ八高線、東武東上線、秩父鉄道「寄居駅」下車 1.7km徒歩約 25分 

※「寄居駅入口」バス停～「桜沢」バス停を結ぶ武蔵観光の路線バスがありますが、本数が極めて限

られます。 

②秩父鉄道「桜沢駅」下車 0.8km徒歩約 10分 
 

※ いずれもテープ誘導なし。 

 

（２）自動車利用 

関越道「花園 IC」から国道 140号線で約 5Km 約 10分(桜沢コミュニティセンター駐車場) 

※ 今回、駐車券は発行しません。ただし、駐車場は鐘撞堂山にハイキングに行かれる方も駐車

します。できる限り公共交通機関の利用や「相乗り」にご協力をお願い致します。また、駐車

場は極力詰めて止めていただくようお願いします。 

➡関越・花園 IC 方面 

©OpenStreetMap contributors 

ベイシア 
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Ⅳ.会場案内 

（１）本部・受付 

・桜沢コミュニティセンター１

階の受付で必要な手続きを済

ませた参加者は、２階の参加

者控室に上がってください。 

・大会本部は１階にあります。 

・会場には、本部・受付、計算

センターの他、レンタル E-

Card、バックアップカード

の置き場があります。 

（２）計算センター 

・フィニッシュ後は、大会本部

に隣接する計算センターまで

すみやかに移動し、E-Card の

読み取りを行ってください。 

・完走の有無にかかわらず、全て

の参加者は必ず計算センターに

立ち寄ってください。 

（３）更衣所 

・１階の和室は、女性参加者用の

更衣室として用意いたしまし

た。 

・男性の参加者は、参加者控室内

で更衣をお願いします。  

（４）荷物置き場 

・参加者控室を荷物置場としてご利用ください。荷物の管理は各自の責任でお願いします。 

（５）トイレ 

・公民館の１階には男性用と女性用のトイレがあります。公民館２階のトイレは、男性専用とさせ

ていただきます。 

・トイレの数は限られていますので、 会場に向かう前にトイレを済ませていただくよう、ご協力

をお願いします。  

（６）その他 

・会場内は土足厳禁です。室内を泥でよごさないようにご注意ください。 

  

トイレ２階

【会議室】

参加者控室

トイレ

トイレ

１階

本部

ポーチ

【和室】

女子更衣室

計算・読込 （土足厳禁）

使用禁止 使用禁止

使用禁止

受
付
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Ⅴ．テレイン情報 
 

標高 110m から 330m ほどの峰々が連なり、里山の雰囲気が 色濃く残る地域です。 

全体的に急峻であり、尾根・沢ははっきりしています。しかし、明瞭な道は多くありません。 

北から 3 分の１程度に位置し、東西方向に延びる比較的広い道によって、テレインは北部と南部に

分かれています。 

北部は走行度が低く、C や D の林が広がっています。それに対して南部には A の林が広がっており、

ミドルディスタンスのテクニカルなオリエンテーリングを、十分に楽しんでいただけます。 

 

Ⅳ．競技情報 
 

競技形式： 

ポイント競技、ミドルディスタンス競技 

競技規則： 

公益社団法人日本オリエンテーリング協会が定める「日本オリエンテーリング競技規則」に基づいて行

います。 

通過証明： 

EMIT社の E-Cardを使用します。 

使用地図： 

「鐘撞堂山」 

作成基準 JSOM2007準拠 

縮尺 1:10,000 等高線間隔 5m 走行度 4段階表示 地図サイズ A4 

防水仕様 ポリエチレン袋封入済 

コントロール位置説明 

JSCD2008表記 （次の HPに掲載されています。） 

※ 日本オリエンテーリング協会 

http://www.orienteering.or.jp/archive/rule/JSCD2008.pdf 

ただし、ONクラスは、日本語による表記を併記します。  

最大のサイズは、122mm × 57mmです。 

地図記号 JSOM2007に準拠しているほか、次の特殊記号を使用しています。 

 ×（黒） 小さなほこら／石碑 

地図作成者 西村徳真氏 (Nishi PRO)  

 

テレインクローズ： 

本大会に参加される方は、大会開催までオリエンテーリングを 目的とした寄居町内の立ち入りを禁止

します。ただし、寄居町 内のパーマネントコースを利用することは、禁止いたしません。 

 

服装について： 

制限は設けませんが、ケガを防止するため、長袖長ズボンと、靴底のしっかりした靴の着用を推奨しま

す。金属製ピン付きのシューズも使用可能です。 

 

トレーニングコース： 

特に設定しません。 

 

クラスの統合・分割： 

ＷＢは申込者がいなかったため廃止しました。 

 

競技時間： 

全てのクラスにおいて、別表のとおり競技時間を設けます。競技時間を越えた場合、成績に順位が付き

ません。 

 

http://www.orienteering.or.jp/archive/rule/JSCD2008.pdf
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代走： 

本大会では、全クラスにおいて代理出走を認めません。 

 

大会の中止： 

・当日、天候その他の理由により、主催者が参加者の安全を確保できないと判断した場合には、大会を中

止します。天候の目安としては、埼玉県北部に警報以上が発令されている場合です。 

・大会の開催案内は、次の方法で確認してください。 

① 埼玉県オリエンテーリング協会の HPに掲示 

② orienteer MLの登録者に対しては、MLで発信 

③ 大会当日の連絡先に、電話で問い合わせ 

・なお、大会中止の場合でも、参加費は返還いたしませんので、ご了承ください。 

 

各クラスの概要： 

【事前申込クラス】 

ｸﾗｽ 
距離 
(km) 

登高 
(m) 

優勝設
定時間 
（分） 

事前申込
者数 

競技 
時間 
（分） ① ② 

M21A 3.6 210 35 31 6 90 

M65A 1.8 110 30 17 7 90 

M50A 2.3 140 30 22 9 90 

M35A 3.1 200 30 25 5 90 

M20A 3.1 200 35 0 3 90 

M18A 2.1 120 30 22 4 90 

M15A 2.8 130 30 5 4 90 

MB 2.8 130 30 1 － 90 

W21A 3.1 200 35 13 2 90 

W60A 1.8 110 30 6 1 90 

W45A 2.3 200 30 3 1 90 

W30A 2.3 200 30 4 － 90 

W20A 2.1 120 35 － 1 90 

W18A 2.2 130 30 1 － 90 

W15A 2.2 130 30 6 － 90 

①埼玉県オリエンテーリング協会大会 

②東京都選手権大会（兼 全日本リレー東京都代表選考会） 

 

【当日申込クラス】 

ｸﾗｽ 
距離 
(km) 

登高 
(m) 

優勝設
定時間 
（分） 

競技 
時間 
（分） 

OA 3.1 200 40 90 

OS 1.8 110 30 90 

OB 2.8 130 30 90 

ON 1.6 75 30 90 
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Ⅴ．大会の流れ  
 

タイムスケジュール： 

開場時間 9:00 ～ 16:00 

受付 9:30 ～ 11:00（当日受付は 10:00～11:00） 

スタート 10:30 ～ 12:00 

フィニッシュ閉鎖 13:30   

成績速報 成績速報は随時行います。 

表彰式（順次） 12:30 ～  

欠席者地図配布 12:45 ～ 

 

公式掲示板： 

大会本部横に、公式掲示板を設けます。プログラムの修正・追加情報などを随時掲示しますので、出走

前に必ずご確認ください。 

 

受付（9：30～11：00）： 

【事前申込者】 

・受付をする必要はありません。マイカード持参の方はバックアップラベルを受け取ってください。E-

Card のレンタル申込者は、自分の氏名と参加クラスが記載されたバックアップカード付きのレンタル

E-Cardを受け取ってください。これらは、受付付近に置いてあります。 

※ コントロール位置説明は、スタート 2分前枠で配布します。 

※ 受付にて、コンパスの貸し出しを行います。万一、破損や紛失などがあった場合には、実費として 2,000

円を負担していただきます。 

 

【当日申込者】（10：00～11：00） 

・東京都選手権（兼：全日本リレー東京都代表選考会）は、当日申込みを行いません。 

・当日申込は、受付にて必要事項を記入のうえ、参加費を添えて受付に提出してください。 

・一般個人が OA、OSまたは OBクラスに参加する場合、当日参加費は 3,000円です。大学生は 2,500、高

校生以下は 1,500円です。なお、初心者クラス(ON)に参加する場合には、年齢にかかわらず 500円/地

図 1枚です。グループでの出走も可能です。 

一般個人 3,000円 

大学生 2,500円 

高校生以下 1,000円 

埼玉県協会登録個人会員 2,000円 

初心者クラス（ON） 500円/地図 1枚 

E-Cardレンタル 300円 

※ 個人所有の E-Cardも使用できます。E-Cardをレンタルする場合には、事前申込の場合と同様に、

レンタル料として 300円をいただきます。 

・当日申込クラスは、事前申込者の出走後にスタート時間を割り振ります。但し、地図の枚数に限りがあ

るので、希望するクラスに参加できない場合はご容赦ください。 

 

スタート（10：30～12：00）： 

・会場からスタート地区まで、桃色テープ誘導で、約 1.7km（徒歩約 25分）です。 

・スタート地区への誘導区間付近にトイレがあります。 

・スタート地区に給水があります。 

・スタート閉鎖は 12:00です。スタート閉鎖時刻以降の出走は認めません。 

・スタート者の呼び出しは行いませんが、現在時刻を表示します。 

・E-Cardを忘れた方の出走は認めません。 
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スタート方法： 

【３分前】 

・まず、スタート入口にいる役員のチェックを受けてから、3分前の枠エリアにお入りください。その際、

スタート枠入口に設置してあるスタートユニットに E-Cardをはめ込んで、スタートユニットのランプ

が点滅することを確認し、E-Cardのアクティベート（内蔵時計の初期化）を行ってください。 

・ランプの点滅が確認できなかった方は、役員に申し出てください。役員が再度チェックし、故障の場合

には予備の E-Cardをお渡しします。（E-Cardレンタル料 300円は、フィニッシュ後にお支払ください。） 

【２分前】 

・１つ前の枠に進み、コントロール位置説明をお取りください。 

【１分前】 

・各自で自分のクラスの地図を取り、表面は見えないように手に持ってください。スタートするまで地図

は見ないでください。違うクラスの地図を持って行かない確認を行ってください。 

【10秒前】 

・スタートユニットに E-Cardをセットします。自分のスタート時刻のチャイムと同時に、リフトアップ

（スタートユニットから E-Cardを外すこと）し、競技を開始してください。 

遅刻： 

・遅刻者は、スタート枠入口のスタート役員にその旨を伝えてください。スタート役員による確認を受け

た後、役員の指示に従いスタートしてください。 

・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

ら計算します。 

スタートフラッグ： 

・スタート枠からスタートフラッグまでは、赤白誘導テープをたどってください。スタートフラッグの位

置が、地図上の△の中心です。 

競技上の注意事項： 

・地図上で示されている立入禁止区域、及び住宅地・耕作地等には、決して入ることのないよう、ご注意

ください。 

・コース上を多数のハイカーが通ります。ハイカーに迷惑をかけないよう配慮をお願いしま
す。 

・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。 

・E-Cardを紛失した場合には、失格とします。 

・E-Cardの落とし物を発見した場合には、フィニッシュまでの持ち帰りに、ご協力ください。 

・テレイン内 1ヵ所に、無人の給水所を設けます（紙コップを利用ください）。使用した紙コップは用意

された袋に重ねて入れてください。 

 

E-Card使用上の注意事項： 

・E-Card使用方法の説明が必要な方は受付にその旨を申し出てください。大会役員が説明をいたします。 

・コントロールに到達したら、コントロール識別番号を確認し、ユニットに E-Cardをセットし、コント

ロールの通過を記録してください。 

・途中で誤ったコントロールの通過を記録した場合であっても、その後に正しい順番で回ったことが確

認できれば、完走になります。 

（例１）7→8→9と進むべきところ、8を飛ばして 9の通過を記録してしまった場合。 

8の通過を記録後、再度 9の通過を記録すれば、完走になります。（この場合、7→[9]→8→9と E-Card

に記録されます。） 

（例２）7 の次に 8 へ向かうところ、誤って他のクラスのコントロールの通過を記録してしまった場合。 

そのまま 8に向かい、8の通過を記録すれば、完走になります。（この場合、7→[他ｸﾗｽｺﾝﾄﾛｰﾙ]→8と

E-Cardに記録されます。） 

・競技中、E-Card の破損によりデータの読み取りが不可能となった場合であっても、バックアップラベ

ルで全コントロールの通過が確認できた場合には、完走となります。 

フィニッシュ（～13:30）： 

・最終コントロールからフィニッシュの間は、赤白テープ誘導をたどってください。 
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・フィニッシュ方法は、パンチングフィニッシュ（E-Cardでフィニッシュユニットに E-Cardをセットし

た時点で競技終了）です。フィニッシュ用のユニットに E－Cardをセットし忘れた場合には、失格とし

ます。 

・フィニッシュから会場までは、オレンジ色テープ誘導です。誘導テープに沿って、会場にお戻りくださ

い。 

・本大会の計算センターは、会場内に設置してあります。フィニッシュ地区に長時間留まることなく、フ

ィニッシュ後は速やかに計算センターを通過してください。 

・フィニッシュ後、レンタル E-Cardは、計算センターの役員が回収します。個人所有の E-Cardについて

は、読み取り後にその場で返却しますので、しばらくお待ちください。 

・フィニッシュ閉鎖時間は、13:30です。13:30よりコントロール撤収を開始します。競技が終了しなか

った場合でも、13:30までには必ず会場内の計算センターを通過してください。 

・フィニッシュ閉鎖時間になっても、会場内の計算センターの通過が確認できない場合には、未帰還者と

して捜索いたします。 

 

地図回収： 

・本大会では参加者のモラルを信じ、地図回収は行いません。 

・出走前の参加者に対し、地図を見せることを禁止します。見せたことが判明した場合には、出走前の参

加者だけでなく、見せた参加者も失格とします。 

 

成績掲示： 

・成績速報は、会場内にモニターを設置して流します。 

 

表彰式（12:30～）： 

・表彰は参加者控室において 12:30以降、複数回に分けて行う予定です。表彰対象者は、会場のアナウン

スに従ってお集まりください。 

【埼玉県協会大会】 

・M21Ａと W21Ａクラス 1位の方（有資格者＊）が、平成 30年度 埼玉県選手権者となります。 

＊埼玉県協会個人加盟員：判定は、埼玉県オリエンテーリング協会のＨＰに掲載されているリストをも

とに実施いたします。 

・埼玉県選手権者の他にも各クラスの上位 3名までを表彰します。 

・当日申込者は、表彰の対象になりません。 

【東京都選手権大会】 

・東京都選手権（２１Ａ）クラスにおける優勝者(有資格者)を 2018年度オリエンテーリング東京都選手

権者とし、各年齢別カテゴリの優勝者も同選手権者（○○歳以上の部等）とします。 

・各クラスの上位３位まで表彰します。ただし、クラスの参加者が 5人以下の場合、優勝者のみ表彰しま

す。 

 

世界選手権報告会（表彰式終了後） 

・2018年の世界選手権(及び海外遠征)報告会を行います（主催：入間 OLC）。ぜひご参加ください。 

 

欠席者の地図返却・地図販売（12:45～）： 

・欠席者の地図は、スタート閉鎖時刻の 45分後（12:45）を目安に、大会本部から返却の案内をします。 

・本大会地図の販売は予定しておりませんので、予めご了承ください。 

 

Ⅶ．その他 
 

プログラムの変更： 

・公式プログラムに記載されている事項は、事前の予告なく変更される可能性があります。 

・大会前日までに変更があった場合には、埼玉県オリエンテーリング協会の HPにて変更箇所を公表しま

す。 

・公式掲示板には、大会前日までの変更点と、大会当日の変更点の双方を掲示します。 
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安全に関する情報： 

・本大会では競技時間を設けています。長時間にわたって無理に競技を続けることは、事故のもとです。

競技時間を超えた場合には、すみやかにフィニッシュに向かってください。 

・大会への参加は、良好な健康状態でお願いします。自身の健康状態を考え、絶対に無理はしないでくだ

さい。競技前には、準備運動を十分に行ってください。 

・体調に異常を感じたときには、競技を中止してください。必要に応じて、大会役員または周囲の競技者

に助けを求めてください。競技者は、他の競技者から体調不良により助けを求められた場合には、競技

を中断し、協力してください。 

・競技中に負傷した場合、主催者は応急手当のみを行います。傷害保険は主催者が締結しますが、補償額

には限度があるため、参加者も傷害保険に加入することを推奨します。また、健康保険証の持参も推奨

します。 

 

その他の注意事項： 

・参加者が自分自身、または第三者へ与えた損傷、損害、損失に対して、主催者はその責任を負いかねま

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、樹木を傷つけること

のないよう、注意してください。 

・競技エリアと会場内は火気厳禁です。タバコは絶対に吸わないでください。 

・大会会場及び駐車場における事故や盗難等について、主催者は一切の責任を負いません。 

・会場周辺の道路は、駐車禁止です。車は指定された駐車場所に止めてください。 

・大会中に映像や写真を撮影します。これを、ラジオ、テレビ、新聞等のメディア及び主催者ホームペー

ジ等に掲載する権利は、主催者に帰属します。 

 

販売物： 

・会場内には飲料の自動販売機がありません。また、会場付近にはコンビニはありません。 

 （会場から約 500mのところにスーパーマーケット「ベイシア」があります。） 

 

問い合わせ先： 

・大会前日までは、Eメールをご利用ください。 

saitamaken. ol
オーエル

.taikai◆gmail.com（◆ ＝ @） 

・大会当日の緊急連絡先 

０７０－４０７７－８１４３（運営責任者：横溝） 

 



スタートリスト

<埼玉県協会大会>
【M21Aクラス】 【W21Aクラス】

時刻 氏名 所属 Ｅカード 時刻 氏名 所属 Ｅカード

11:20 榎 智弘 入間市OLC 196704 11:04 古田島 泰代 長岡OLC レンタル

11:22 西名 慧史 ときわ走林会 507387 11:05 小野澤 清楓 入間市OLC/前橋OLC 231876

11:23 昆野 郁 札幌農学校 レンタル 11:06 香取 菜穂 千葉大OLC 240110

11:24 綱 淳壱郎 レンタル 11:07 石神 愛海 入間市OLC 196715

11:25 久野 元嗣 京葉OLクラブ レンタル 11:08 江幡 禎子 507341

11:26 新貝 康将 レンタル 11:10 小泉 佳織 入間市OLC 239538

11:28 國方 敬史 鳩の会 240111 11:11 田島 利佳 みちの会 レンタル

11:29 細淵 晃平 入間市OLC 239292 11:12 大久保 江莉 エバニューAC レンタル

11:30 竹下 晴山 茨大OLD 506230 11:13 小竹 佳穂 筑波大学 500348

11:31 村上 巧 つばめ会27期 レンタル 11:14 清水 容子 入間市OLC 239539

11:32 西田 直人 茨大OLD 506118 11:15 高野 由紀 入間市OLC 231617

11:34 粂 潤哉 入間市OLC 208314 11:16 森谷 風香 千葉大OLC 240249

11:35 石塚 脩之 横浜OLクラブ/OK-lnfo 502601 11:17 古田島 鈴音 長岡高校OLK レンタル

11:36 嵯峨 駿佑 入間市OLC レンタル

11:37 新 隆徳 入間市OLC 239644 【W60Aクラス】

11:39 石野 夏幹 入間市OLC 196612 時刻 氏名 所属 Ｅカード

11:40 紺野 俊介 横浜OLC 402170 11:04 大塚 ふみ子 千葉OLK 488196

11:41 清水 伸好 入間市OLC レンタル 11:05 酒井 か代子 Team白樺 401492

11:42 溝井 翔太 茨大OLD 506124 11:06 高橋 明美 サン・スーシ レンタル

11:43 太田 一寿 エバニューAC レンタル 11:07 海野 とみ子 川越OLC 185290

11:45 宮嶋 哲矢 千葉大OLC 240114 11:08 成田 美奈子 入間市OLC 220305

11:46 宮本 樹 京葉OLクラブ 185352 11:10 山本 陽子 ES関東クラブ 408454

11:47 猪俣 祐貴 入間市OLC 196706

11:48 川野 貴司 入間市OLC 231766 【W45Aクラス】

11:49 石輪 健樹 ときわ走林会 レンタル 時刻 氏名 所属 Ｅカード

11:51 平山 遼太 京葉OLクラブ 208281 10:30 丸山 由美子 長岡OLC レンタル

11:52 畝林 誠 金沢メタ坊～ず 238810 10:31 高津 寿三鈴 Club阿闍梨 505192

11:53 清水 龍太 レンタル 10:32 服部 早苗 入間市OLC レンタル

11:54 池 陽平 京葉OLC レンタル

11:55 井上 昌樹 入間市OLC レンタル 【W30Aクラス】

11:56 古田島 貴之 長岡OLC レンタル 時刻 氏名 所属 Ｅカード

10:34 宮本 知江子 京葉OLクラブ 185348

【M65Aクラス】 10:35 須藤 友絵 入間市OLC 401580

時刻 氏名 所属 Ｅカード 10:36 小林 正子 ES関東C 221810

10:39 浦野 弘 入間市OLC 220409 10:37 野口 章江 入間市OLC 239294

10:40 田島 三郎 入間市OLC 220410

10:42 関野 賢二 YTC78 レンタル 【W18Aクラス】

10:43 小笠原 揚太郎 東京OLクラブ 401810 時刻 氏名 所属 Ｅカード

10:45 伊藤 清 ワンダラーズ 198826 10:44 丸山 里那子 長岡高校OLK レンタル

10:46 海野 忠秋 川越OLC 210093

10:48 橘 直隆 上尾OLC 502761 【W15Aクラス】

10:49 宮田 信一郎 入間市OLC 83089 時刻 氏名 所属 Ｅカード

10:51 大場 隆夫 サン・スーシ 208254 10:46 酒井 心菜 東農大三中OL部 199514

10:52 高橋 猛 ワンダラーズ 502618 10:47 板倉 美羽 東農大三中OL部 199260

10:54 酒井 克明 Team白樺 401710 10:48 大熊 陽奈 東農大三中OL部 199513

10:55 中山 勝 春日部OLC 502765 10:49 野口 真優 入間市OLC レンタル

10:57 田中 博 入間市OLC 401266 10:50 鈴木 万結 東農大三中OL部 199512

10:58 大塚 校市 千葉OLK 501019 10:51 齋藤 樹 東農大三中OL部 199509

11:00 山本 博司 ES関東クラブ 412158

11:01 乗冨 正己 南足柄OL部 レンタル

11:02 海老沢 正 入間市OLC 479632
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【M50Aクラス】 【M35Aクラス】

時刻 氏名 所属 Ｅカード 時刻 氏名 所属 Ｅカード

11:15 佐藤 繁 レンタル 10:30 水嶋 孝久 入間市OLC 483424

11:17 髙橋 洋一 Club阿闍梨 レンタル 10:31 森山 松年 春日部OLC 501790

11:18 徳永 良一 杏友会 レンタル 10:33 桜井 剛 ES関東クラブ 196643

11:19 三田 一英 Club阿闍梨 501741 10:34 宮城島 俊太 ときわ走林会 76917

11:21 後閑 茂弘 丘の上 レンタル 10:35 中堀 剛 入間市OLC レンタル

11:22 奥山 景得 川口OLC 479514 10:36 森 竜生 横浜OLクラブ 198766

11:23 小林 重信 ときわ走林会 レンタル 10:37 尾崎 高志 品川区 レンタル

11:25 三科 伸之 春日部OLC レンタル 10:39 白石 達也 入間市OLC 239537

11:26 伊東 博司 広島OLC 506235 10:40 高橋 行男 エバニューAC レンタル

11:27 鈴木 健夫 京葉OLクラブ レンタル 10:41 小暮 喜代志 ES関東C 500909

11:29 小寺 実 丘の上 レンタル 10:42 飯島 伸介 エバニューAC レンタル

11:30 柏樹 芳雄 Club阿闍梨 レンタル 10:43 佐藤 茂太 Forester レンタル

11:32 高橋 公康 上尾OLクラブ レンタル 10:45 小林 岳人 ES関東C 180816

11:33 大橋 晴彦 杏友会 501838 10:46 西村 和人 横浜OLクラブ レンタル

11:35 古根 将 Club阿闍梨 レンタル 10:47 木村 晴彦 Club阿闍梨 505191

11:36 久保田 優 入間市OLC 231710 10:48 源後 知行 みちの会 183122

11:38 井口 良範 高崎OLC 505188 10:49 森田 次彦 Club阿闍梨 501740

11:39 齋藤 彰 レンタル 10:51 橋本 浩一 武相 505344

11:41 丸山 則和 長岡OLC レンタル 10:52 大林 俊彦 大阪OLC 502619

11:42 渋谷 泰樹 入間市OLC 239646 10:53 山下 智之 入間市OLC 231744

11:44 広江 淳良 ES関東C 500353 10:54 今泉 正喜 ときわ走林会 500907

11:45 佐藤 信彦 OLCサンスーシ レンタル 10:55 田辺 洋一 Club阿闍梨 502858

10:56 田中 健太郎 Club阿闍梨 レンタル

【M18Aクラス】 10:58 今泉 知也 京葉OLクラブ レンタル

時刻 氏名 所属 Ｅカード 10:59 須藤 かおる 入間市OLC 401534

10:55 塚越 貴哉 浦和高校 レンタル

10:56 森 旭陽 浦和高校 レンタル 【M15Aクラス】

10:57 田上 朋樹 県立千葉高校 228218 時刻 氏名 所属 Ｅカード

10:59 早松 勇輝 浦和高校 レンタル 10:34 加藤 崇史 東農大三中OL部 199380

11:00 鈴木 翔 浦和高校 レンタル 10:36 佐久間 良毘 東農大三中OL部 199507

11:01 前田 仁 武相 レンタル 10:37 丸岡 修也 東農大三中OL部 199511

11:02 小幡 佳祐 浦和高校 レンタル 10:39 愛甲 隼 東農大三中OL部 199284

11:03 千坂 美瑞希 麻布オリエンテーリング レンタル 10:40 佐藤 航大 東農大三中OL部 199510

11:05 道家 洋平 浦和高校 レンタル

11:06 遠藤 颯汰 浦和高校 レンタル 【MBクラス】

11:07 石川 翔太 県立千葉高校 228323 時刻 氏名 所属 Ｅカード

11:08 枝廣 俊希 武相 レンタル 10:30 中村 有哉 東農大三中OL部 199611

11:09 山村 瑛 浦和高校 レンタル

11:11 岡部 泰良 浦和高校 レンタル

11:12 山本 剛司 浦和高校 レンタル

11:13 齋藤 晴輝 浦和高校 レンタル

11:14 曽田 和輝 浦和高校 レンタル

11:15 小松 響介 浦和高校 レンタル

11:17 飯田 康幹 浦和高校 レンタル

11:18 富田 健生 浦和高校 レンタル

11:19 木村 真大 浦和高校 レンタル

11:20 宮前 洸太 浦和高校 レンタル
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<東京都選手権>
【M21Aクラス】 【W21Aクラス】

時刻 氏名 所属 Ｅカード 時刻 氏名 所属 Ｅカード

11:21 早川 徹彦 東京農工大学 502760 11:09 石坪 夕奈 東京農工大学 189851

11:27 橘 孝祐 ES関東C 502503 11:18 水嶋 直子 澁谷で走る会 220299

11:33 髙見 博道 OPC43 レンタル

11:38 川名 竣介 東京農工大学 240602 【W60Aクラス】

11:44 板橋 侑樹 東京農工大学 240603 時刻 氏名 所属 Ｅカード

11:50 大石 征裕 東京農工大学 240515 11:09 今井 栄 ワンダラーズ 500354

【M65Aクラス】 【W45Aクラス】

時刻 氏名 所属 Ｅカード 時刻 氏名 所属 Ｅカード

10:41 高橋 厚 多摩ＯＬ 233372 10:33 宇野 明子 多摩OL 478440

10:44 天明 英之 東京ＯＬクラブ 412182

10:47 児玉 拓 多摩OL レンタル 【W20Aクラス】

10:50 加藤 昭次 多摩OL 502000 時刻 氏名 所属 Ｅカード

10:53 今井 信親 ワンダラーズ 198772 10:43 楢原 麻里 筑波大学附属高校 レンタル

10:56 中安 正弘 210519

10:59 上田 俊雄 東京ＯＬクラブ 76950 【M20Aクラス】

時刻 氏名 所属 Ｅカード

【M50Aクラス】 11:01 山見 泰輝 麻布学園OLK レンタル

時刻 氏名 所属 Ｅカード 11:02 高橋 英人 東大OLK 183070

11:16 下山 敬史 横浜ＯＬクラブ レンタル 11:03 伊藤 頌太 品川区 レンタル

11:20 荒井 正敏 多摩OL 198771

11:24 山田 一善 多摩OL レンタル 【M18Aクラス】

11:28 浅沼 英博 多摩ＯＬ レンタル 時刻 氏名 所属 Ｅカード

11:31 小山 清 京葉ＯＬクラブ 232421 10:58 柴田 日向 桐朋ＩＫ 233567

11:34 根本 雅昭 東京ＯＬクラブ 76960 11:04 屋敷 龍吾 桐朋ＩＫ 233260

11:37 太矢 隆士 京葉OLクラブ レンタル 11:10 奥村 尚史 桐朋IK 233269

11:40 宍戸 祐司 ソニーOLC 208181 11:16 伊藤 悠真 桐朋ＩＫ 505000

11:43 杉本光正 ES関東クラブ 223040

【M15Aクラス】

【M35Aクラス】 時刻 氏名 所属 Ｅカード

時刻 氏名 所属 Ｅカード 10:33 栗田 稜也 麻布学園OLK レンタル

10:32 藤生 考志 東京ＯＬクラブ 221707 10:35 久米 慧 麻布学園OLK レンタル

10:38 福田 雅秀 川越OLC 190125 10:38 髙橋 裕貴 桐朋ＩＫ 505091

10:44 奥田 健史 京葉OLクラブ レンタル 10:41 福室 凜 麻布学園OLK レンタル

10:50 三野 隆志 多摩OL レンタル

10:57 菊澤 恵三 多摩OL レンタル
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