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 ＜会場交通案内＞ 
 ○ 大会会場 

 飯能市立加治東小学校（埼玉県飯能市大字岩沢1243） 

 ※開場時刻 午前8：10  

 ※会場入り口は河原に沿った南西側の裏門です。小学校正門からは入らないでください。 

○ 鉄道利用の場合 

    西武池袋線 元加治駅徒歩15分 テープ誘導あります。 

    元加治駅北口→改札を出たら右に→線路沿いに東に向かう→踏み切りを渡る→円照寺沿いに南に 

     →ふれあい茶の道→入間・飯能市境→大学バス通り十字路→川沿いの歩道→小学校西門 

  ○ 自家用車の場合 

 駐車場利用希望された方のみ駐車できます。あいわ広場（埼玉県飯能市阿須216：飯能市立加治中学校の東300ｍ）

 にお越しください。予定外の工事の関係で、駐車台数が大幅減となりましたで、他の駐車場に回っていただくこともあ

 ります。出来るだけ相乗りでお越しの上、入口の役員の指示に従ってください。当日申込みの方は、駐車不可となりま

 した。駐車場からのテープ誘導はありません。あいわ広場からは、橋を渡って川沿いに右折してください。 

  ○ 自転車、オートバイ利用の場合   

    会場内の所定区域内に駐輪して下さい。 

 

＜会場使用上の注意＞ 
【喫煙など】会場、山の中など全区域において喫煙、火気使用は厳禁です。 
【飲食】体育館は飲食禁止です。飲食は屋外または河原でお願いします。雤天時は別途連絡します。 

【ごみ処理】ゴミは各自お持ち帰り下さい。空き缶・空ボトルなども持ち帰りお願いします。 

【トイレ】体育館内トイレは午前中男性専用とします。女性は外トイレをご使用ください。外には男性用もあります。 

     トイレの数が限られているので、できるだけ来場前に済ませるようご協力を お願いします。 

【貴重品】貴重品などの管理は各自でお願いします。盗難などに主催者は責任を負いません。 

【公式掲示板】会場内の公式掲示板を必ずご覧下さい。新しい情報は随時、会場内公式掲示板に掲示します。 

【校庭使用】校庭への立ち入りは禁止します。                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ごあいさつ  

                         多摩オリエンテーリングクラブ会長 小野 賢二 

この度は第２７回ジュニアチャンピオン大会に参加お申し込みありがとうございます。昨今におけ

る全国各地のOＬ大会参加者減尐の中、今年もほぼ例年通りのお申し込みをいただきました。厚く御

礼申し上げます。 

今回テレインは、多摩ＯＬ発足後比較的初期に手がけた里山で、東京近郊ではどんどんテレインが

減尐していく中でまだまだ「深い山」を味わっていただける場所です。 

オリエンテーリングは地元の方々の里山を使用させていただけることで成り立つ競技です。今回も

地元の皆様の多大なご理解、ご協力をいただいております。また、大会に花を添える多数の賞品をご

提供いただいた協賛各社の皆様のご協力に深く感謝申し上げます。 

多摩ＯＬでは、地元の皆さまとのコミュニケーションを大切にしながら今回も入念に準備を進めて

まいりました。今回初めてオリエンテーリングにチャレンジされる方はもちろん、ベテランの方々も

含めてすべての皆さんが森を駆け回る楽しさを感じていただければクラブ員一同最高の喜びです。当

日のご来場をお待ちしております。 

 

■多摩ＯＬってどんなクラブ？ 

 1971年1月9日に前身の武蔵野ＯＬクラブが発足、同年4月18日に多摩ＯＬと改称して以来、創立39年を

迎える老舗の地域クラブです。会員は東京多摩地区を中心に埼玉、神奈川など広く分布しています。2010

年1月現在約60名の会員数を誇っています。“One for all, All for one”がクラブのモットーです。 

 当クラブは本当にオリエンテーリング好きな人間が多く、活発な活動を展開しています。会報の発行、

練習会・合宿の開催、大会の運営、初心者講習会の開催等など……。 

クラブ日本一を決するクラブカップリレー（7人リレー）では過去7回（93,94,99,00,01,04,07）日本一

になり、クラブの高い総合力を示してきました。ロードレースや山岳レースに参加するメンバーも多いで

す。走るだけでなく、地図作成や大会運営もオリエンテーリングの楽しみの一部分ととらえています。 

クラブ構成員は中学生高校生から社会人まで幅広いことも特徴のひとつです。もし尐しでも興味のある

方はぜひ大会役員まで声を掛けるか、事務局までご連絡ください。学生と卒業後3年以内の方には特典が

あります。詳しくは多摩ＯＬホームページhttp://www.orienteering.com/~tama/をご覧ください。お問合

せはtama@orienterring.comまで。 
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  ＜競技に関する情報＞ 
○大会使用地図 

・ 「七国峠・飯 2010」  「七国峠2007」を一部縮小・修正した地図です。縮尺：１/１０,０００、等高線間隔：５ｍ、B4判。   

  走行可能度４段階表示、プリンター出力、ビニール袋(0.08mm)密封済。 

・ 日本オリエンテーリング地図図式規程（JSOM 2007)に準拠しています。ただし、特殊な特徴物として、「ほこら」「石碑」 

  を示すのに黒の×を地図記号として使用しています。 

・ 走行可能度は、JSOM 2007 により次のようになっています。 

     走行容易 ８０～１００％ 走行可能６０～８０％ 走行困難２０～６０％ 通行困難０～２０％ 

・ 会場内に11:00まで「七国峠２００７」を掲示します。 

・ 会場内へ、今回の競技エリアを含む「七国峠」の地図の持ち込みを禁止します。 

○コントロール位置説明 

・ 日本オリエンテーリング協会（ＪＯＡ）「コントロールに関する規程」（JSCD2008）によります 

・ すべてのＮ（初心者）クラス、M12、W12、M15、W15の各クラスは日本語も併記します。 

○地図上に表記される情報 

・ 地図上の記号△はスタートフラッグ、○はコントロール位置、◎はフィニッシュ、コップマークは給水所（無人）を示します。 

・ コントロール識別番号：コントロール位置に設置されるカードユニットの上面に表示してある２桁または３桁の数字。 

○コースプロフィール 

・ 2007年に開催された多摩OL創立35周年記念大会の「七国峠」の北東部分を今回は主に使用します。地形は、東西に延 

  びる数本の主尾根と、そこから派生する枝尾根・沢から構成されています。ラインを正確にたどるだけでなく、乗り換える 

  ことも課題となります。エリートクラス、上級者クラスではルートチョイスや登坂力を問うレッグも含まれています。 

 

○コース距離一覧 

クラス 

距離 登高 

優 勝 設

定時間 申込み  

クラス 

距離 登高 

優 勝 設

定時間 申込み 

（km） (m) （分） （人）  （km） (m) （分） （人） 

ＪＭＥ 4.3  170 40 46  Ｗ５０Ａ 3.1  120 50 13 

ＪＷＥ 4.3  170 50 2  ＭＢＲ 4.9  150 60 10 

Ｍ１８ 3.2  110 40 32  ＷＢＲ 4.9  150 65 3 

Ｗ１８ 3.2  110 45 7  ＭＢ 3.6  110 40 8 

Ｍ１５ 3.4  90 40 19  ＷＢ 3.6  110 45 7 

Ｍ１２ 3.3  20 35 5  ＭＮＲ 5.5  140 60 15 

Ｍ１８Ｎ 3.4  90 40 3  ＷＮＲ 5.5  140 65 3 

Ｗ１８Ｎ 3.4  90 45 2  ＭＮ 3.6  90 40 5 

Ｗ１５ 3.4  90 45 2  ＷＮ 3.6  90 45 2 

Ｗ１２ 3.3  20 40 5  事前     508 

ＭＡＬ１ 6.4  410 55 84  ＯＡＬ 4.7  275 50   

ＭＡＬ２ 6.2  375 60 85  ＯＡＳ 3.6  135 40   

ＭＡＳ 4.6  310 50 38  ＯＢＲ 4.9  150 60   

Ｍ４５Ａ 4.7  290 55 33  ＯＢ 3.6  110 40   

Ｍ６０Ａ 3.1  120 50 30  ＯＮＲ 5.5  140 60   

ＷＡＬ 4.7  275 55 36  ＯＮ 3.6  90 40   

ＷＡＳ 3.6  135 45 13  ＣＮ 3.6  90 40   

クラスの統合は行いません。MALクラスは申し込み人数が多かったため分割しました。 

優勝設定時間など競技に関する情報は予告なしに変更される可能性があります。当日掲示で確認してください。 
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 ＜競技上の注意＞ 

【競技規則】 本大会は日本オリエンテーリング協会の定める「日本オリエンテーリング競技規則」に則ります。 

【競技種別】 個人によるポイントオリエンテーリング（ロング・ディスタンス競技）です。 

【計時方式】 全クラス、EMIT社の電子パンチングシステムを使用します。 

【コントロールの通過証明】 全クラスでE-card を使用します。コントロールは指定された順に回って下さい。 

【コントロールフラッグおよびパンチ台の見本】 会場に展示します。 

【コントロール位置説明（ディスクリプション）】 会場内で配布します。ケース等をお持ちになると便利です（位置説明は地図

 上にもプリントされています）。 

【落ちているE-card 等について】 コントロールフラッグには手をふれないで下さい。また、他人のE-card が落ちていても、 

 拾わないで、目立つようにしておいて下さい。 

【救護】 救護が必要な場合は会場で対応します。 

【立入禁止】 テレイン内には立入禁止（地図上では黒またはパープルの縦ハッチ＝細かい縦線で表記）があります（現地は 

 テープで囲まれてはいません）。この他、青黄テープで囲まれた立入禁止区域があります。立入禁止区域には立ち入らな 

 いで下さい。（民家の敷地、耕作地も立入禁止です）。立ち入りが判明した競技者は失格とします。 

【車道通過】 車道を横断・通過する際は車両等に十分注意して走行して下さい。 

【けが人救助】 けが人の救助はすべてにおいて最優先されます。 

【トラブル】 役員がテレイン内を巡回しています。トラブルがあった場合は役員にお知らせ下さい。 

【途中棄権時のE-card 返却】 途中で棄権する場合も、必ずE-card をなんらかの方法でフィニッシュまたは本部へ提出し 

 て下さい。絶対に無断で帰宅しないで下さい。無断で帰宅すると行方不明者として捜索の対象となります。 

【競技時間】 競技者の安全のため、競技時間は最大150分（2時間半）とします。150分を上回った場合失格となります   

 （タイム・順位は表示されません）。スタート後150分が経過したら、速やかにフィニッシュに向かって下さい。 

【スタート順】 スタート順は無作為に決定しました。但し、同一クラブが連続しないように配慮しています。 

【一部クラスでのスタート時間】 年尐者とNの一部クラスでは、競技性を高めるため同一コース内でクラス毎にかためてスタ 

 ートせず、コース内で各クラスの選手にランダムにスタート時間を割り当てます。競技規則から逸脱しますがご了承下さい。 

【MALクラス】 MALは申込者が多数だったため、MAL1とMAL2に分割しました。複数の大学クラブよりセレクション・対校戦  

 として利用するため同一コースに割り振って欲しい旨の申し出がありました。検討の結果、同一クラブは片方のクラスに集 

 めるように配慮しました。ご了承下さい。 

○競技上の推奨事項 

・ 競技の服装は肌の露出しない長袖長ズボンを推奨します。濡れても冷えない化繊シャツなどの対策を推奨します。 

・ また一部横枝が密集している部分を通過します。スポーツグラス等で目を保護することを推奨します。 

・ 簡便なE-Card紛失防止器具を用意しました。希望者には本部で貸し出しします。 

 ＜事前申込の方の流れ＞ 
○ 受付  事前申込の方は直接体育館にお入り下さい。 

 E-card をレンタルされる方は体育館で指定された E-card をお取り下さい。自己所有の E-card を使われる方は

バックアップラベルのみお取り下さい。 

 E-cardは自分の分のみをお取りください。ほかの人の E-cardは持って行かないようにお願いします。 

 登録済み E-cardを忘れた場合は本部へお越し下さい。レンタル料 300円が必要です。 

 JME、JWE 以外のクラスで代走を認めます。E-card またはバックアップラベルを持参の上、本部で手続きしてくだ

さい。E-card をレンタルに変更される場合には別途 300 円をお支払い下さい。代走者は参考記録となり、表彰対

象外となります。無断代走は厳禁します。 

○初心者説明所  コンパスとE-cardを持参の上、お越し下さい。 

 オリエンテーリング経験が浅い方は必ずここで競技説明を受けて下さい。 

 若干の貸出用コンパスを用意します。E-card 持参で受付までお越し下さい。保証金は不要ですが、紛失・破損し

た場合は弁償金として 2000円をいただきます。競技終了後本部に返却して下さい。 

○ スタートへ   

 E-card、コンパス、時計を忘れずに。 

 誘導テープは赤・黄色テープ   会場から約 1800ｍ 登り約 70ｍ 徒歩 40分 

 ウインドブレーカー等をスタートへの誘導ルートの途中（ほぼ中間地点）まで着ていくことができます。脱いだウェ

アは回収袋に入れて下さい。その際、袋の番号を覚えておいて下さい。フィニッシュ後に同じ場所にて各自で回収

して下さい。なお主催者は衣類等の紛失・汚損等に責任を負いません。                 

 スタート近辺にウォーミングアップできる場所はありません。誘導区間をご利用ください。                
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○スタート 

 スタート 10秒前のブザーで、E-cardをスタートユニットにはめて下さい。 

 スタートのブザーで E-cardをユニットから離し、足元の地図を取ってスタート！ 

 E-cardをユニットから離すと同時に計時が始まります（リフトアップスタート方式）。 

 スタートしたら地図上の△までは赤白の誘導テープに従って下さい。誘導テープの終りにあるフラッグが地図上の

△です。 

 スタート時刻に遅れた競技者は、スタート地区の遅刻ゲートの役員に申し出て、その指示に従って下さい。タイムは

正規のスタート指定時刻より計測し、正規タイムとして取り扱います。 

 スタート閉鎖は 13：00 とし、閉鎖後のスタートは認めません。 

○競技 

 コントロールに到着したらコントロール番号を確認の上、E-cardをユニットにセットして下さい。 

 間違ったコントロールにセットした場合はそのまま次に正しいコントロールにセットすれば OKです。 

 万が一、機材の不調で電子的なデータを取得できない場合はバックアップラベルで完走判定をします。 

 バックアップラベルを紛失しても失格にはなりませんが、上記の判定が不可能となります。 

○フィニッシュおよびE-cardの読取り 

 最終コントロールからフィニッシュまでは赤白色の誘導テープに従ってください。   

 パンチングフィニッシュです。フィニッシュでユニットに E-cardをセットした時刻がフィニッシュ時刻となります。        

          フィニッシュにある複数のユニットのどれにセットしてもOKです。 

 競技中に E-cardを紛失した場合には、フィニッシュの係員に申し出てください。                  

 E-cardの読取りはフィニッシュから青テープ誘導に沿い約 500ｍ行ったところにある読取り所で行います。         

 読取り所では役員の指示に従って E-cardを提示してください。場合によっては尐々お待ちいただくことがあります。

なお、読取り所を通らずに会場・駐車場へ戻ることは厳禁いたします。      

 レンタル E-cardはここで回収します。なおトラブルがあった場合、個人所有の E-cardを一時お預かりすることがあ

りますのでご了承ください（この場合、E-cardは会場の本部でお返しします）。      

 読取り所で協賛の大塚製薬株式会社様提供の飲料をお配りします。 空のペットボトルは自宅までお持ち帰りくだ

さい。会場までの帰り道のごみ集積場などには絶対に捨てないでください。     

 すべてのクレームは本部備え付けの専用用紙でのみ受付けます。回答は指定場所に掲示します。      

 コントロールフラッグは 15:10に撤収を開始します。     

 フィニッシュは 15：10に閉鎖し、以後の計時は行いません。すべての競技者は 15：10（午後 3時１０ 分）までにフィ

ニッシュを通過してください。競技中の競技者も直ちに競技を中止し、フィニッシュに向かってください。 

○成績  

 成績速報を会場内に随時張り出します。成績が確定すると順位の前の「？」が消えます。成績表、ラップ解析     

結果は大会ホームページで公開します。 本大会では成績処理に以下のアプリケーションを使用しております。     

的場洋輔氏作成の Mulka 2 詳しくは、http://www2s.biglobe.ne.jp/~matoba/public/olk/index.htm    

 本大会は的場氏ならびに EMIT協会の羽鳥和重氏に多大な協力を頂いています。御礼申し上げます。     

 個人成績等の非公開要求には原則として応じられません。ご了承のうえ、大会にご参加ください。    

● ● ● ● ● ● 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

● 

  スタートフラッグへ 

（地図上の△） 

アクティベートユニット 

スタートユニット 

地図 

ス 
タ 

ー 
ト 

１ 
分 
前 

ス 
タ 

ー 
ト 

２ 
分 
前 

ス 
タ 

ー 
ト 

３ 
分 
前 

遅 
刻 
枠 

 スタート枞に入る前に、アクティベートユニットに 

E-cardをセットし、ユニットのランプが点滅すること

を確認して下さい。万一ランプが点滅しない場合

は係員に申し出てください。予備の E-cardをお渡

しします。 

 時刻表示が自分のスタート時刻の 3分前（時計は

実際の時刻を表示しています）になりましたらスタ

ートゲートに進み、役員に E-cardを提示してチェ

ックを受けて下さい。名前の呼出しはいたしません

のでご注意下さい。 

 次のブザーで１つ前の 2分前枞に進んで下さい。 

 次のブザーでさらに１つ前の 1分前枞に進み、自

分のクラスの地図を１枚取って下さい。他のクラス

の地図を取ると失格になるので十分注意して下さ

い。この時点ではまだ地図は見ないで下さい。 

 スタート枞最前列のスタートユニットの前に進み、

地図を裏にしたまま足元に置いて下さい。どのスタ

ートユニットを使用しても構いません。 
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    ○ 表彰  

      14：30頃から各クラス３位（ＪＭＥは10位）まで表彰いたします。参加者全員で栄誉を称えましょう。オープンクラス（市民 

      クラスを除く個人当日申込クラス）は表彰の対象となりません。ＪＭＥ，ＪＷＥの優勝者には長佐古杯が授与されます。 

    ○ キッズO（幼児向けＯ） 開設  

      会場内をスタート、フィニッシュとする幼児向けコースを開設します。地図やコンパスは使いません。コントロールカード 

        だけを持ってスタートです。目印（ひも）をたどるとコントロールがありますので、カードの所定の欄にチェックして下さい。 

        完走すると賞品がもらえます。距離は200-300m 程度、数分で回れます。小学低学年迄。11:00-12:00 に保護者同伴 

        でキッズO受付までお越し下さい。賞品の数に限りがありますので予定数がなくなった場合は終了させていただきます。

    ○ 欠席者地図のお渡し 13：30頃からリストに基づいて行います。お仲間の欠席者分をお持ち帰り下さい。（当日限り）。

    ○ 地図販売  12：30頃から～   白図・コース図300円  全コントロール図400円  成績表300円 

     ○ 相互割引制度 本大会は東京都オリエンテーリング協会加盟クラブ相互割引制度対象大会です。該当クラブ代表の 

      方は本部までお出でください。 

  ＜緊急対応事項＞ 

      【大会中止について】 積雪等の天候不良により、参加者の安全を確保できないと判断した場合、大会を中止いたし

                    ます。この場合、参加費の返金は行いませんのでご了承下さい。 

【大会中止の案内】  大会を中止する場合は、多摩オリエンテーリングクラブのホームページ  

             http://www.orienteering.com/~tama で午前7時３０分ころまでにご案内する予定です。 

【転倒・滑落等の注意】 雤・雪等の場合テレイン内が滑りやすくなります。細心の注意をお願いします。 

【いのししの注意】 いのしし出没の情報がありますのでご注意ください。一部の地域に、いのししのワナが仕掛けて  

            あります。小さいので人間はかかりませんが、見つけた時は触らないでください。  

【けが等の責任・処置】 参加者の不注意または故意によって生じたケガ、または第三者に与えた損害は参加者の 

               責任となります。また、万一の場合に備えて傷害保険に加入するとともに、健康保険証をご 

               持参下さい。主催者は応急処置をいたしますが、それ以上の処置はできません。会場内の 

               本部救護所で応急処置を受けられます。 

【スポーツ傷害保険】 主催者側でスポーツ傷害保険に加入していますが、補償額が尐ないので各自でも対応をお 

              願いします。 

【健康不良時の棄権】 健康状態が思わしくないときの出走はやめましょう。具合が悪くなった場合はレースの途中 

              でもやめる勇気をもって下さい。 

【レンタル E-card紛失弁償金】 レンタル E-cardを紛失、破損した場合は弁償金を頂きます。 

【問い合わせ先】 E-mail ： tamajc@googlegroups.com  可能な限り E-mailをご利用下さい。 

          電話：090-6107-0505小野まで。応答できない場合もありますのでご了承ください。 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

■ 長佐古杯について  

 オリエンティアとして非凡な才能を持ちながら 1984 年 7 月に 22 才の若さで他界した長佐古哲也君

は、多摩ＯＬが永遠の課題として持ち続けているジュニア育成の中から育った逸材でありました。第 2

回大会(1980)では実行委員長もつとめました。中学生で始めたＯＬは高校・大学と進むに従い着実にエ

リートランナーとして力をつけていました。しかし東京農工大在学中に発病し、８ヶ月余りの激しい闘

病生活の末、ご両親・ご家族・友人・仲間等多くの人たちの願いもむなしく深い悲しみと多くの尽きせ

ぬ思い出を残して突然去ってしまいました。 

 その訃報は多摩ＯＬ・東京農工大ＯＬＣほかたくさんの仲間たちにとって信じられない事でした。哲

也君は世田谷に生まれお父上の転勤について札幌、神戸と移り住み、世田谷用賀中・新宿高・東京農工

大と進み、ＯＬをこよなく愛しました。いつの時でも一生懸命生きた哲也君の鎮魂を願い、多摩ＯＬジ

ュニアチャンピオン大会に 1991 年の開催から長佐古杯を設けました。ＪＭＥとＪＷＥに与えられるカ

ップは、長佐古家よりＯＬ発展のためにとご寄贈いただいたものを基金として運用、その賞に充当して

おります。多摩ＯＬでは不世出のエリートランナー哲也君に続くオリエンティアの育成を念じ、質の高

い大会を提供してまいります。 

 ジュニアチャンピオン大会をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

★重要  過去の大会でフィニッシュ及び読み取り所を通過せずに会場に戻った方、フィニッシュを通過せず

に棄権しそのまま帰宅した方がいらっしゃいました。また2時間30分の競技時間（競技できる時間）を超えて競技

を続行する方もいらっしゃいました。これらは安全上も運営上も大変大きな問題です。必ずフィニッシュを通過し、

青テープに従い読取り所にEカードの提出をお願いします。 
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大会 開催日 地図名 ＪＭＥ優勝者 ＪＷＥ優勝者 

第１回 1978.4.2 美根 村越 真 （トータス） 長田 由紀 （東京ＯＬ） 

第２回 1980.4.2 物見塚 宮川 達哉 （早大学院） 松井 忍 （江北高） 

第３回 1983.4.24 狭山嶺 井上 浩之 （浦和高） 佐藤 恵美 （水戸ＯＬ） 

第４回 1986.9.28 塩船観音 大江 桜麻 （桐朋高） 田島 利佳 （南高麗中） 

第５回 1987.10.11 青梅坂 鹿島田 浩二 （桐朋高） 田島 利佳 （みちの会） 

第６回 1988.10.2 塩船観音 永田 芳樹 （桐朋高） 田島 利佳 （みちの会） 

第７回 1989.10.1 滝山城趾 一瀬 建日 （麻布学園） 志村 聡子 （川和高） 

第８回 1991.1.20 霞丘陵 諏訪 高典 （麻布学園） 中込 裕子 （国分寺高） 

第９回 1992.1.19 狭山嶺Ⅱ 加藤 裕 （東農大三高） 金木 愛加 （梅田ＯＬＣ） 

第 10 回 1993.1.17 滝山城趾Ⅱ 石澤 俊崇 （早稲田実業） 酒井 さつき （オオムラサキ） 

第 11 回 1994.1.23 草花丘陵 榎本 和弘 （麻布学園） 酒井 さつき （練馬区） 

第 12 回 1995.1.03 小金井公園 稲田 丈朗 （麻布学園） 石川 綾 （桃山高校） 

第 13 回 1996.1.21 七国峠 稲田 丈朗 （麻布学園） 高橋 ひとみ （東京高専） 

第 14 回 1997.1.19 狭山嶺 ver4 玉置 俊光 （桐朋学園） 達富 睦 （亀岡ＯＣ） 

第 15 回 1998.1.18 草花丘陵 積雪により中止 

第 16 回 1999.1.24 滝山城趾 纓坂 尚 （桐朋学園） 渡邉 信枝 （新宿高校陸上部） 

第 17 回 2000.1.23 今井城趾 山田 高志 （桐朋学園） 参加者なし   

第 18 回 2001.1.21 今井城址 山田 高志 （桐朋学園） 渡邉 信枝 （小平ＯＬＫ） 

第 19 回 2002.1.20 平井 山田 高志 （桐朋学園） 渡邉 久美 （実践学園高） 

第 20 回 2003.1.19 今井城址 柴本 浩児 （桐朋ＩＫ） 渡邉 久美 （実践学園高） 

第 21 回 2004.1.18 滝山城址 斉藤 翔太 （桐朋ＩＫ） 渡邉 久美 （実践学園高） 

第 22 回 2005.1.23 平井 2005 宇野 夏樹 （武相ＯＬＫ） 高野 美春 （入間市ＯＬＣ） 

第 23 回 2006.1.22 滝山城址 2006 宇野 夏樹 （武相ＯＬＫ） 高野 美春 （入間市ＯＬＣ） 

第 24 回 2007.1.21 日和田山 2007 宇野 夏樹 （武相ＯＬＫ） 宮川 早穂 （ＥＳ関東Ｃ） 

第 25 回 2008.1.20 七国峠 2008 山﨑 純 （桐朋ＩＫ） 藤田 雲母 （岐阜ＯＬＣ） 

第 26 回 2009.1.18 滝山城址 2009 尾崎 弘和 (麻布学園ＯＬＫ) 宮川 早穂 （ＥＳ関東Ｃ） 

第 27 回 2010.1．24 七国峠 2010     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴代ジュニアチャンピオン一覧 
本大会ＪＭＥ・ＪＷＥクラス優勝者を今年度のジュニアチャンピオンと認めます。健闘を祈ります。 

■マナー向上についてのお願い 

 第18回大会である「事件」が起きてしまいました。風化させてはならない事件としてここで紹介させて

頂きます。 

 当時のメールから。……「あってはならないこと」が起きてしまいました。表彰式も終わり、会場内の

人もまばらになった頃、そこの駐在だけど」とお巡りさんが体育館の玄関先に。「責任者出てこい」との

ことで、大会実行委員長が対応しました。なんでも、民家の敷地内に「人目をはばかるように」ゴミを捨

てていった者がいるとのことです。「いったいおたくはどんな指導をしているんだ」と散々お小言を頂戴

してしまいました。ひたすら頭を下げ続けるしかありませんでした。白い袋に入った「ゴミ」の中身は、

穴のあいた汚れたシューズと靴下でした。怒りを通り越して情けなさでもう何も言えません。 

 誰が捨てたかは判りませんが、残念ながらＪＣ大会に出走した250名のうちの誰かの仕業であることは

間違いがありません。オリエンテーリング愛好者にこんな事をする人がいるなんて信じられません。私達

は、このトラブルを日本におけるオリエンテーリングの存続を否定されかねない重大な問題の氷山の一角

が出て来た事件ととらえました。 

 本トラブルを受けて、当クラブが、現在実施に移している主な対策は以下の通りです。 

・  当クラブ作成地図はテレイン使用についての誓約書にサインできる団体にのみ販売する。 

・  当クラブ主催の大会の参加はマナーを遵守できるもののみとする。 

・  テレイン毎に担当者を決め、地元との定期的なコンタクトを実施する。 

オリエンテーリングは人様の土地をお借りして楽しませていただくスポーツです。地域との関係がどれほ

ど重要なことか。地元に嫌われてしまっては、２度とそこで大会を開けなくなるかも知れません。競技者

１人１人がオリエンテーリング界を代表する顔である、という自覚を常に持つようにお願いします。 



日本代理店

noname日本代理店は第27回ジュニアチャンピオン大会と希望に満ち溢れたジュニア選手を応援します。

e-mail

様々なラインナップを取り揃えています。　詳しくは下記URLまで。

オリエンテーリングからトレイルランニングやシティランニングにも適した

好みのデザインを実現できる！

http://o-support.net/noname/

noname_japan@yahoo.co.jp：

olg@okumusashino
Ho—‹‡“™‡‡—‹“‰@g””†˜@F@i“ˆ”I
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OLG奥武蔵野は多摩ジュニアチャンピオン大会を応援します。

それはオリエンテリアとしての基本的な素養が形成される一番大事な年代だからです。

フィンランドではクラブの大ベテランの選手がマンツーマンの指導をし

１６歳でエリートへの道がほぼ決まります。

日本の指導的オリエンテリア集団多摩オリエンテーリングクラブの大会を通して

世界に羽ばたくジュニア選手が出るのを願望して微力ですが応援させていただきます。

OLG OKUMUSASHINOは、またオリエンテリアのニーズに応えるべく

世界中から新しいOL用品や情報を貪欲な好奇心を持って収集、皆さまに提供します。





 

JME    
9:50 001 澤口 弘樹 桐朊ＩＫ 
9:53 002 永原 耀 武相ＯＬＫ 
9:56 003 武田 悠祐 浦和高校 
9:59 004 三上 剛弘 桐朊ＩＫ 
10:02 005 栗田 欣喜 武相ＯＬＫ 
10:05 006 角田 健介 東農大三高ＯＬ部 
10:08 007 鈴木 周 東海高校 
10:11 008 佐藤 雄太郎 桐朊ＩＫ 
10:14 009 宮西 優太郎 東海高校 
10:17 010 野口 憲 東農大三高ＯＬ部 
10:20 011 伊藤 陽介 桐朊ＩＫ 
10:23 012 小門 俊介 麻布学園ＯＬＫ 
10:26 013 富野 琢郎 桐朊ＩＫ 
10:29 014 浅岡 亮丞 武相ＯＬＫ 
10:32 015 松本 悠 麻布学園ＯＬＫ 
10:35 016 太田 遼 桐朊ＩＫ 
10:38 017 澤田 拓人 浦和高校 
10:41 018 渡辺 幸 米沢東高校 
10:44 019 大井 真 桐朊ＩＫ 
10:47 020 篠崎 直人 浦和高校 
10:50 021 野中 豪人 桐朊ＩＫ 
10:53 022 木村 友佳 長野高専 
10:56 023 西村 駿 桐朊ＩＫ 
10:59 024 新城 光樹 麻布学園ＯＬＫ 
11:02 025 安部 悟 浦和高校 
11:05 026 國本 英樹 麻布学園ＯＬＫ 
11:08 027 大浦 洋平 武相ＯＬＫ 
11:11 028 箱山 昂汰 東海高校 
11:14 029 塚本 悠生 桐朊ＩＫ 
11:17 030 山中 晴揮 東海高校 
11:20 031 二見 浩司 桐朊ＩＫ 
11:23 032 森田 悠暉 浦和高校 
11:26 033 道場 司 桐朊ＩＫ 
11:29 034 近藤 康満 東海高校 
11:32 035 太田 晶久 桐朊ＩＫ 
11:35 036 井上 裕貴 東農大三高ＯＬ部 
11:38 037 笠間 悠輔 東海高校 
11:41 038 石原 廉也 東農大三高ＯＬ部 
11:44 039 平井 皓基 東海高校 
11:47 040 山下 晋平 桐朊ＩＫ 
11:50 041 深田 恒 東海高校 
11:53 042 平木 達也 桐朊ＩＫ 
11:56 043 橋本 知明 東海高校 
11:59 044 遠藤 豪志 麻布学園ＯＬＫ 
12:02 045 中原 悠太 桐朊ＩＫ 
12:05 046 翁川 竜海 武相ＯＬＫ 

JWE    
12:15 047 藤田 雲母 美濃加茂高校 
12:25 048 宮川 早穂 ＥＳ関東Ｃ 

M18    
9:54 049 井上 滉一 東農大三高ＯＬ部 
9:57 050 井澤 充 東海中学 
10:00 051 荒井 智仁 東農大三高ＯＬ部 
10:03 052 瀧澤 修人 桐朊ＩＫ 
10:06 053 別府 涼火 東海中学 
10:09 054 松本 萌希 桐朊ＩＫ 
10:12 055 高橋 真也 東農大三高ＯＬ部 
10:15 056 岡村 真之介 桐朊ＩＫ 
10:18 057 内田 大貴 松戸国際高校 

 
 
10:21 058 波多野 利樹 桐朊ＩＫ 
10:24 059 西川 真魚 東農大三高ＯＬ部 
10:27 060 八木 颯太 桐朊ＩＫ 
10:30 061 濱宇津 祐亮 麻布学園ＯＬＫ 
10:33 062 小森 太郎 桐朊ＩＫ 
10:36 063 佐竹 基治 中大附属高生物 
10:39 064 坂梨 敬哉 桐朊ＩＫ 
10:42 065 角田 貴大 東海中学 
10:45 066 吉野 裕平 東農大三高ＯＬ部 
10:48 067 柴沼 隼人 桐朊ＩＫ 
10:51 068 江口 裕基 東海中学 
10:54 069 山下 大樹 桐朊ＩＫ 
10:57 070 阿部 航一 武相ＯＬＫ 
11:00 071 瀬良 健太郎 麻布学園ＯＬＫ 
11:03 072 吉川 将 東農大三高ＯＬ部 
11:06 073 寺坂 元 桐朊ＩＫ 
11:09 074 嶋田 拓馬 東農大三高ＯＬ部 
11:12 075 澤田 陸 東海中学 
11:15 076 久保田 皓貴 桐朊ＩＫ 
11:18 077 坂野 翔哉 東海中学 
11:21 078 山本 寛人 桐朊ＩＫ 
11:24 079 光川 凌 東海中学 
11:27 080 川田 将太 桐朊ＩＫ 

W18    
11:30 081 林 可津希 松戸国際高校 
11:33 082 高橋 由衣 東農大三高ＯＬ部 
11:36 083 大和久 朝美 松戸国際高校 
11:39 084 柴崎 佳菜 東農大三高ＯＬ部 
11:42 085 竹川 小百合 松戸国際高校 
11:45 086 津村 奈緒美  東農大三高ＯＬ部 
11:48 087 菅原 早希 松戸国際高校 

MAL1    
9:51 088 宮城島 俊太 みちの会 
9:53 089 鹿島田 浩二 渋谷で走る会 
9:55 090 田村 貴文 岩大ＯＬＣ 
9:57 091 町田 吉広 コチ＆８０ＪＣ 
9:59 092 小野 敦央 東北大学ＯＬＣ 
10:01 093 後閑 茂弘 丘の上ＯＬＣ 
10:03 094 大橋 悠輔 東北大学ＯＬＣ 
10:05 095 志村 直子 渋谷で走る会 
10:07 096 髙見 博道 Ｏ－ＦＡＮ 
10:09 097 田中 陽希 ＥＡＳＴＷＩＮＤ 
10:11 098 浦瀬 太郎 女子医大ＯＬＫ 
10:13 099 斎藤 遼一 東北大学ＯＬＣ 
10:15 100 登坂 祥大 ＯＬＣルーパー 
10:17 101 石黒 裕將 岩大ＯＬＣ 
10:19 102 福田 雅秀 川越ＯＬＣ 
10:21 103 橋本 浩一 ＭＴＬＡ 
10:23 104 田邉 拓也 東北大学ＯＬＣ 
10:25 105 朴峠 周子 ときわ走林会 
10:27 106 石井 龍男 千葉ＯＬＫ 
10:29 107 田島 利佳 みちの会 
10:31 108 福嶋 哲也 東北大学ＯＬＣ 
10:33 109 国沢 五月 トータス 
10:35 110 篠原 岳夫 渋谷で走る会 
10:37 111 山本 真司 ＥＳ関東Ｃ 
10:39 112 佐々木 裕之 ＦＦＣ 
10:41 113 種市 哲哉 千葉県 
10:43 114 高橋 恒二 東北大学ＯＬＣ 
10:45 115 山崎 貴幸 川越ＯＬＣ 
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10:47 116 岡部 淳 クロマニオンズ 
10:49 117 高橋 良英 農工大ＯＬＣ欅会 
10:51 118 大塚 弘樹 入間市ＯＬＣ 
10:53 119 松岡 裕佑 クロマニヨンズ 
10:55 120 田村 直登 東北大学ＯＬＣ 
10:57 121 小暮 喜代志 ＥＳ関東Ｃ 
10:59 122 高崎 晋太郎 東北大学ＯＬＣ 
11:01 123 長柄 久光 三河ＯＬＣ 
11:03 124 佐藤 悠太 東北大学ＯＬＣ 
11:05 125 森山 松年 春日部ＯＬＣ 
11:07 126 金子 順子 神奈川県 
11:09 127 成田 佑基 岩大ＯＬＣ 
11:11 128 菱沼 輝男 チームやる夫 
11:13 129 安藤 克美 山梨骨骨クラブ 
11:15 130 小見山 斉彰 京葉ＯＬ 
11:17 131 小泉 成行 ときわ走林会 
11:19 132 大塚 友一 京葉ＯＬクラブ 
11:21 133 藤沼 崇 ＥＳ関東 
11:23 134 深澤 至貴 東北大学ＯＬＣ 
11:25 135 柳下 大 みちの会 
11:27 136 渡辺 円香 ＥＳ関東Ｃ 
11:29 137 和気 昌弘  東北大学ＯＬＣ 
11:31 138 相馬 俊雄 ＥＫクラブ 
11:33 139 中井 智規 東北大学ＯＬＣ 
11:35 140 金子 竜太 神奈川県 
11:37 141 小林 春樹 東北大学ＯＬＣ 
11:39 142 吉田 勉 みちの会 
11:41 143 新見 健輔 東北大学ＯＬＣ 
11:43 144 佐藤 広志 岩大ＯＬＣ 
11:45 145 加賀屋 博文 渋谷で走る会 
11:47 146 中村 憲 東北大学ＯＬＣ 
11:49 147 津島 直樹 岩大ＯＬＣ 
11:51 148 坪居 大介 つばめ会 
11:53 149 太田 貴大 みちの会 
11:55 150 稲葉 茜 ときわ走林会 
11:57 151 嵯峨 俊祐 東北大学ＯＬＣ 
11:59 152 柴本 浩児 小山様ＦＣ 
12:01 153 蔵田 真彦 神奈川県川崎市 
12:03 154 禅洲 拓 上尾ＯＬＣ 
12:05 155 谷川 徹 東北大学ＯＬＣ 
12:07 156 高橋 芳雄 広島県 
12:09 157 水嶋 孝久 入間市ＯＬＣ 
12:11 158 武井 正幸 キヨシーズ 
12:13 159 戸田 瑛 東北大学ＯＬＣ 
12:15 160 瀧川 英雄 ＯＬＣふるはうす 
12:17 161 杉山 眞之 埼玉県 
12:19 162 影山 奨  東北大学ＯＬＣ 
12:21 163 矢口 照彦 神奈川県 
12:23 164 浜端 紀行 渋谷で走る会 
12:25 165 佐々木 良宜 ときわ走林会 
12:27 166 源後 知行 ぞんび～ず 
12:29 167 三森 創一朗 東北大学ＯＬＣ 
12:31 168 藤生 考志 東京ＯＬクラブ 
12:33 169 久保田 篤 Ｏｈマンダム 
12:35 170 佐藤 亮介 東北大学ＯＬＣ 
12:37 171 山口 大助 ＥＳ関東Ｃ 

MAL2    
9:50 172 立川 悠平 新大ＯＣ 
9:52 173 長谷 勉 一橋大学 
9:54 174 佐藤 清吾 茨城大学 
9:56 175 小林 涼介 東工大ＯＬＴ 
9:58 176 清水 智仁 農工大ＯＬＣ 
10:00 177 矢野 貴裕 東京大学 

10:02 178 近藤 準 茨城大学 
10:04 179 更科 裕介 新大ＯＣ 
10:06 180 大谷 達也 茨城大学 
10:08 181 古積 拓見 農工大ＯＬＣ 
10:10 182 岩瀬 亮 東京大学 
10:12 183 楠 恵輔 東工大ＯＬＴ 
10:14 184 大津 勇輝 新大ＯＣ 
10:16 185 石松 純 筑波大ＯＬ愛好会 
10:18 186 種村 知昭 茨城大学 
10:20 187 山本 剛史 東工大ＯＬＴ 
10:22 188 小林 遼 東京大学 
10:24 189 郡 敏志 農工大ＯＬＣ 
10:26 190 堀田 遼 東京大学 
10:28 191 日暮 一太 筑波大ＯＬ愛好会 
10:30 192 古里 亮太 東京大学 
10:32 193 小山 博之 新大ＯＣ 
10:34 194 燧 暁彦 東京大学 
10:36 195 伊藤 光平 農工大ＯＬＣ 
10:38 196 池田 純也 一橋大学 
10:40 197 井本 康二 千葉大学ＯＬＣ 
10:42 198 久保田 翔 東工大ＯＬＴ 
10:44 199 神谷 泰介 筑波大ＯＬ愛好会 
10:46 200 矢沢 廉平 茨城大学 
10:48 201 山上 大智 東京大学 
10:50 202 堀越 裕之 東工大ＯＬＴ 
10:52 203 齋藤 翔太 一橋大学 
10:54 204 内田 茂樹 農工大ＯＬＣ 
10:56 205 岩崎 航 千葉大学ＯＬＣ 
10:58 206 水野 陽介 農工大ＯＬＣ 
11:00 207 福西 佑紀 東京大学 
11:02 208 宮崎 大地 東工大ＯＬＴ 
11:04 209 秋庭 健佑 茨城大学 
11:06 210 中野 雅之 東京大学 
11:08 211 曽原 直也 東工大ＯＬＴ 
11:10 212 宗形 俊 新大ＯＣ 
11:12 213 古谷 嵩 東工大ＯＬＴ 
11:14 214 大木 孝 東京大学 
11:16 215 島崎 拓也 茨城大学 
11:18 216 山下 博徳 一橋大学 
11:20 217 新城 大樹 東工大ＯＬＴ 
11:22 218 渡辺 祐輔 茨城大学 
11:24 219 堀越 和宜 東京大学 
11:26 220 池田 昌司 筑波大ＯＬ愛好会 
11:28 221 小林 賢太朗 新大ＯＣ 
11:30 222 森川 直樹 農工大ＯＬＣ 
11:32 223 保川 一歩 東工大ＯＬＴ 
11:34 224 石輪 健樹 東京大学 
11:36 225 田村 晃太郎 東京大学 
11:38 226 濱島 裕佑 茨城大学 
11:40 227 石田 英己 新大ＯＣ 
11:42 228 加賀谷 駿 千葉大学ＯＬＣ 
11:44 229 矢内 剣 東京大学 
11:46 230 市脇 翔平 京大ＯＬＣ 
11:48 231 山本 峻丸 東工大ＯＬＴ 
11:50 232 西名 慧史 茨城大学 
11:52 233 羽野 嵩志 一橋大学 
11:54 234 久保山 裕己 東工大ＯＬＴ 
11:56 235 渡邊 和樹 千葉大学ＯＬＣ 
11:58 236 鍋谷 泰紀 茨城大学 
12:00 237 田中 裕也 東京大学 
12:02 238 藤井 通太 東工大ＯＬＴ 
12:04 239 勝又 健太 茨城大学 
12:06 240 相澤 洋輔 東工大ＯＬＴ 
12:08 241 宮田 雅人 茨城大学 



12:10 242 結城 克哉 東京大学 
12:12 243 大嶋 拓実 東工大ＯＬＴ 
12:14 244 前田 肇 一橋大学 
12:16 245 加藤 哲平 東工大ＯＬＴ 
12:18 246 下嶋 健太 筑波大ＯＬ愛好会 
12:20 247 飯田 恭朗 農工大ＯＬＣ 
12:22 248 額賀 翔平 茨城大学 
12:24 249 久保 貴大 新大ＯＣ 
12:26 250 稲垣 和樹 農工大ＯＬＣ 
12:28 251 高野 圭司 東工大ＯＬＴ 
12:30 252 番場 大貴 農工大ＯＬＣ 
12:32 253 三谷 洋介 東京大学 
12:34 254 松井 清 茨城大学 
12:36 255 茂澤 清信 農工大ＯＬＣ 
12:38 256 古澤 誠実朗 千葉大学ＯＬＣ 

MAS    
10:00 257 宮本 幸治 京葉ＯＬクラブ 
10:04 258 小寺 実 丘の上 
10:08 259 針谷 尚幸 杏友会 
10:12 260 赤坂 太郎 東京都 
10:16 261 利光 良平 上尾ＯＬＣ 
10:20 262 飯島 誠 サン・スーシ 
10:24 263 天野 仁 横浜ＯＬクラブ 
10:28 264 小笠原揚太郎 東京ＯＬクラブ 
10:32 265 青木 俊之 練馬ＯＬＣ 
10:36 266 兼田 僚太郎 Ｔｅａｍ白樺 
10:40 267 高田 英司 青葉会 
10:44 268 石井 勝 ＥＫクラブ 
10:48 269 武田 耕治 東京都 
10:52 270 横溝 隆夫 浦高ぎんなん会 
10:56 271 大井 恵介 京葉ＯＬクラブ 
11:00 272 森 竜生 千葉県 
11:04 273 小峰 利憲 川口ＯＬＣ 
11:08 274 奥山 有功 青葉会 
11:12 275 渕上 貴弘 東京大学 
11:16 276 齋藤 宏顕 ＥＳ関東クラブ 
11:20 277 土井 洋平 群馬県太田市 
11:24 278 須藤 かおる 入間市ＯＬＣ 
11:28 279 二階堂 晋作 新大ＯＣ 
11:32 280 飯野 雅人 椿友会 
11:36 281 幸原 朊広 大阪大学ＯＬＣ 
11:40 282 端山 琢巳 東工大ＯＬＴ 
11:44 283 和田橋 明 ＥＫクラブ 
11:48 284 岩本 育弘 たまるクラブ 
11:52 285 今井 友之 新大ＯＣ 
11:56 286 ミッコライルッカ ＥＳ関東 
12:00 287 萩原 睦人 筑波大ＯＬ愛好会 
12:04 288 大野 聡生 東海中学 
12:08 289 小橋 昌明 東京大学 
12:12 290 滝井 雅彦 練馬ＯＬＣ 
12:16 291 新井 和彦 入間市ＯＬＣ 
12:20 292 島 礼央     岩大ＯＬＣ 
12:24 293 小泉 辰喜 東京ＯＬクラブ 
12:28 294 石井 涼太 新大ＯＣ 

M45A    
10:01 295 高村 卓 上尾ＯＬＣ 
10:05 296 小倉 秀一 ラジヲオリエンズ 
10:09 297 井口 良範 高崎ＯＬＣ 
10:13 298 下山 敬史 横浜ＯＬクラブ 
10:17 299 石沢 賢二 春日部ＯＬＣ 
10:21 300 牧ヶ野 敏明 岐阜ＯＬＣ 
10:25 301 木村 佳司 長野県ＯＬ協会 

10:29 302 藤島 英史 東京ＯＬクラブ 
10:33 303 海老沢 正 入間市ＯＬＣ 
10:37 304 清水 善博 山梨骨骨クラブ 
10:41 305 桜井 剛 方向音痴会 
10:45 306 酒井 克明 Ｔｅａｍ白樺 
10:49 307 丸岡 広 神奈川県 
10:53 308 小林 岳人 ＥＳ関東Ｃ 
10:57 309 小山 清 京葉ＯＬクラブ 
11:01 310 岡本 隆之 ＯＬＰ兵庫 
11:05 311 城田 直之 神奈川県 
11:09 312 北畠 敏幸 リック 
11:13 313 伊東 博司 広島ＯＬＣ 
11:17 314 西山 立 サン・スーシ 
11:21 315 齋藤 英之 川越ＯＬＣ 
11:25 316 藤原 三郎 山梨骨骨クラブ 
11:29 317 長谷川 照恭 サン・スーシ 
11:33 318 杉本 光正 ＥＳ関東Ｃ 
11:37 319 大川 三千雄 調布市ＯＬ協会 
11:41 320 大塚 校市 千葉ＯＬＫ 
11:45 321 前口 隆広 ＥＫクラブ 
11:49 322 渡辺 徹也 入間市ＯＬＣ 
11:53 323 天明 英之 東京ＯＬクラブ 
11:57 324 久保田 優 入間市ＯＬＣ 
12:01 325 坂田 年男 川越ＯＬＣ 
12:05 326 小林 二郎 愛知ＯＬＣ 
12:09 327 清水 春夫 川口ＯＬＣ 

WAL    
10:11 328 山口 季見子 ＥＳ関東Ｃ 
10:15 329 浦瀬 香子 女子医大ＯＬＫ 
10:19 330 伊藤 奈緒 みちの会 
10:23 331 高野 由紀 東京ＯＬクラブ 
10:27 332 鹿島田 真理子 渋谷で走る会 
10:31 333 後藤 未妃 ＭＧＯＬＣ 
10:35 334 宮川 祐子 ＥＳ関東Ｃ 
10:39 335 江幡 禎子 東北大学ＯＬＣ 
10:43 336 篠原 夏子 渋谷で走る会 
10:47 337 西谷 佳菜 京女ＯＬＣ 
10:51 338 横澤 夕香 ＥＳ関東Ｃ 
10:55 339 鈴木 聡子 東北大学ＯＬＣ 
10:59 340 田村 佳菜子 岩手県立大学ＯＬ 
11:03 341 本間 理紗 東北大学ＯＬＣ 
11:07 342 林 美樹 十文字学園 
11:11 343 大沼 由佳 東北大学ＯＬＣ 
11:15 344 久慈 彩能 岩手県立大学ＯＬ 
11:19 345 平方 遥子 東北大学ＯＬＣ 
11:23 346 田村 蓉子 東工大ＯＬＴ 
11:27 347 高野 美春 十文字学園 
11:31 348 政田 海来 千葉大学ＯＬＣ 
11:35 349 常住 紗織 筑波大ＯＬ愛好会 
11:39 350 畠山 真紀 岩大ＯＬＣ 
11:43 351 井戸 美菜 実践女子大学 
11:47 352 水野 綾子 東北大学ＯＬＣ 
11:51 353 永倉 由美子 立教大学 
11:55 354 山本 紗穏里 筑波大ＯＬ愛好会 
11:59 355 寺岡 倫子 獨協大学 
12:03 356 勝田 あかね 農工大ＯＬＣ 
12:07 357 江口 沙綾 岩大ＯＬＣ 
12:11 358 井上 舞 東工大ＯＬＴ 
12:15 359 吉田 奈津子 岩手県立大学ＯＬ 
12:19 360 青木 佳世 東北大学ＯＬＣ 
12:23 361 高嶋 智美 岩手県立大学ＯＬ 
12:27 362 皆川 美紀子 みちの会 
12:31 363 春名 敦子 お茶の水女子大学 



M60A    
9:54 364 梅野 武康 東京ＯＬクラブ 
9:57 365 伊藤 清 ワンダラーズ 
10:00 366 寺尾 孝 横浜ＯＬクラブ 
10:03 367 中山 勝 春日部ＯＬＣ 
10:06 368 黒田 正雄 川越ＯＬＣ 
10:09 369 原野 幸男 所沢ＯＬＣ 
10:12 370 平島 勝彦 入間市ＯＬＣ 
10:15 371 高野 義次 東京ＯＬクラブ 
10:18 372 井上 稔雄 春日部ＯＬＣ 
10:21 373 原田 憲夫 札幌ＯＬＣ 
10:24 374 明石 五郎 春日部ＯＬＣ 
10:27 375 今井 信親 ワンダラーズ 
10:30 376 田中 博 入間市ＯＬＣ 
10:33 377 榎本 武 ソニーＯＬＣ 
10:36 378 大場 隆夫 サン・スーシ 
10:39 379 峰岸 是雄 やまびこ会 
10:42 380 萬濃 健 川越ＯＬＣ 
10:45 381 深井 淳之 ワンダラーズ 
10:48 382 武石 雄市 山形県ＯＬ協会 
10:51 383 高橋 猛 ワンダラーズ 
10:54 384 田島 三郎 入間市ＯＬＣ 
10:57 385 山本 博司 東京都 
11:00 386 宮田 信一郎 入間市ＯＬＣ 
11:03 387 金井 一 高崎ＯＬＣ 
11:06 388 海野 忠秋 川越ＯＬＣ 
11:09 389 鈴木 榮一 千葉ＯＬＫ 
11:12 390 悴田 正也 前橋ＯＬＣ 
11:15 391 飯山 高明 練馬ＯＬＣ 
11:18 392 大木 啓至 春日部ＯＬＣ 
11:21 393 横手 義雄 入間市ＯＬＣ 

W50A    
11:24 394 寺尾 美智子 横浜ＯＬクラブ 
11:27 395 山本 陽子 東京都 
11:30 396 齋藤 英津子 東京ＯＬクラブ 
11:33 397 今井 栄 ワンダラーズ 
11:36 398 高橋 明美 サン・スーシ 
11:39 399 田中 洋子 入間市ＯＬＣ 
11:42 400 新垣 順子 練馬ＯＬＣ 
11:45 401 武石 ケイ子 山形県ＯＬ協会 
11:48 402 大塚 ふみ子 千葉ＯＬＫ 
11:51 403 加藤 伶子 入間市ＯＬＣ 
11:54 404 大場 節子 サン・スーシ 
11:57 405 海野 とみ子 川越ＯＬＣ 
12:00 406 久保 君子 練馬ＯＬＣ 

WAS    
10:00 407 須見 眞左子 中華道場腹一杯 
10:08 408 金原 和泉 東京ＯＬクラブ 
10:16 409 田中 悦子 クロマニオンズ 
10:24 410 平中 久美子 練馬ＯＬＣ 
10:32 411 渡部 裕美子 入間市ＯＬＣ 
10:40 412 宮本 知江子 京葉ＯＬクラブ 
10:48 413 東 はるみ 東京都 
10:56 414 高取 千佳 川越ＯＬＣ 
11:04 415 榎戸 絢子 鳩の会 
11:12 416 田口 翠 東北大学ＯＬＣ 
11:20 417 渡辺 加与美 入間市ＯＬＣ 
11:28 418 小林 正子 ＥＳ関東Ｃ 
11:36 419 植松 彩 入間市ＯＬＣ 

 

MBR    
10:01 420 佐藤 公男 千葉県 
10:09 421 和久田 孝一 それいけ！撃沈隊 
10:17 422 小嶋 功義 チームＪＯＹ 
10:25 423 白川 純一 東京都 
10:33 424 富田 幸一 湘单山走会 
10:41 425 杉本 健 東京都 
10:49 426 遠藤 昭好 ＥＫクラブ 
10:57 427 三上 健太郎 それいけ！撃沈隊 
11:05 428 佐藤 秀希 クロマニオンズ 
11:13 429 松田 章義 それいけ！撃沈隊 

WBR    
11:21 430 堤 容子 だめーず 
11:29 431 鈴木 真理 東京都 
11:37 432 大友 典子 それいけ！撃沈隊 

MB    
10:02 433 酒井 貴史 クロマニオンズ 
10:10 434 荻原 好武 調布市ＯＬ協会 
10:18 435 小森田 克比呂 神奈川県 
10:26 436 峰 智典 神奈川県 
10:34 437 木村 聡 みちの会 
10:42 438 室辰 健一郎 農工大ＯＬＣ 
10:50 439 平岩 金男 春日部ＯＬＣ 
10:58 440 森田 智彦 東京都 

WB    
11:06 441 木村 初美 長野県ＯＬ協会 
11:14 442 峰 貴子 神奈川県 
11:22 443 村上 知帄 農工大ＯＬＣ 
11:30 444 白鳥 智子 山梨骨骨クラブ 
11:38 445 川上 結衣 農工大ＯＬＣ 
11:46 446 江橋 真由美 調布市ＯＬ協会 
11:54 447 望月 彩葉 農工大ＯＬＣ 

MNR    
10:01 448 梨本 光太郎 足のクリエーター 
10:08 449 水谷 泰生 稲城ワイルダー 
10:15 450 稲田 高明 東京都 
10:22 451 外丸 太郎 だめーず 
10:29 452 大友 忠春 八溝会 
10:36 453 宮内 洋一 稲城ワイルダー 
10:43 454 岡本 真嗣 埼玉県 
10:50 455 坂本 太郎 稲城ワイルダー 
10:57 456 寺嶋 正美 秋川かるた会 
11:04 457 宮下 晋 ちくわ 
11:11 458 岡本 寛 稲城ワイルダー 
11:18 459 松原 宗孝 ＪＲＣ 
11:25 460 盆子原 光郎 それいけ！撃沈隊 
11:32 461 西島 義人 椿友会 
11:39 462 佐藤 俊 早大ＯＣ 

WNR    
11:46 463 三上 香 それいけ！撃沈隊 
11:53 464 和木 香織利 クロマニヨンズ 
12:00 465 下坂 今子 それいけ！撃沈隊 

MN    
10:00 467 渡邉 勇造 大久保中ＯＬＣ 
10:10 466 橋本 浩一 群馬県 
10:20 468 吉田 耕平 東村山市单台小 
10:30 469 内海 洋 東京都 
10:30 470 松尾 征和 千葉県 



WN    
10:50 471 鎗水 麗奈 トレラン女子部 
11:00 472 横尾 和子 群馬県 

M18N    
10:01 473 牧 恒之介 中大附属高生物 
10:05 474 前田 悠佑 桐朊ＯＬ 
10:09 475 井上 雄揮 中大附属高生物 

M15    
10:13 476 北村 亮太 武相ＯＬＫ 
10:17 477 大熊 悠太 東農大三高ＯＬ部 
10:21 478 白井 敏 桐朊ＩＫ 
10:25 479 藤田 智天 美濃加茂西中 
10:29 480 岡田 拓朗 東海中学 
10:33 481 廣田 单樹 武相ＯＬＫ 
10:37 482 中西 智大 東農大三高ＯＬ部 
10:41 483 木野 貴史 武相ＯＬＫ 
10:45 484 牧ヶ野 智央 岐阜ＯＬＣ 
10:49 485 鈴木 広志 東農大三高ＯＬ部 
10:53 486 宮本 樹 京葉ＯＬクラブ 
10:57 487 柴沼 健 桐朊ＩＫ 
11:01 488 望月 寛斗 武相ＯＬＫ 
11:05 489 迫 俊一郎 東農大三高ＯＬ部 
11:09 490 山川 登 桐朊ＩＫ 
11:13 491 工藤 央貴 東農大三高ＯＬ部 
11:17 492 長谷川 望 東海中学 
11:22 493 佐藤 陽太 武相ＯＬＫ 
11:26 494 大久保 雄真 東海中学 

W18N    
11:30 495 若月 由里菜 中大附属高生物 
11:34 496 工藤 遥香 中大附属高生物 

W15    
11:38 497 山岸 夏希 みちの会 
11:42 498 長柄 星那 熊谷市玉井中 

M12/W12    
10:02 499 吉田 菜々子 東村山市单台小 
10:12 500 橋本 皓 群馬県 
10:22 501 渡邉 佐和 新宿区立天神小 
10:32 502 池田 匠 東京都 
10:42 503 吉田 桃子 東村山市单台小 
10:52 504 国沢 琉 トータス 
11:02 505 小林 璃衣紗 ＥＳ関東Ｃ 
11:12 506 国沢 楽 トータス 
11:22 507 宮本 和奏 京葉ＯＬクラブ 
11:32 508 渡辺 綺羅 米沢市愛宕小学校 


