
 

スミセイ コミュニティスポーツ推進助成事業 

ＪＯＡ公認 トレイルオリエンテーリング 

四国 in 愛媛 

併設 スプリントオリエンテーリング大会 

 プログラム  

 
開 催 日：平成２５年２月２４日（日） 雨天開催、荒天中止 

大 会 会 場： 愛媛県松山市上野町乙４６番地  愛媛県総合運動公園 

受 付： 陸上競技場「ニンジニアスタジアム」管理棟１階 玄関ホール。更衣室があります。 

「ニンジニアスタジアム(陸上競技場)前」バス停及び「東駐車場」から案内看板を設置します。 

主 催：愛媛県オリエンテーリング協会 

共 催：ＮＰＯ法人 愛媛県レクリエーション協会 

ＮＰＯ法人 トレイル・オリエンテーリング協会 

後 援：愛 媛 県 、(財 )愛 媛 県 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 団 、(福 )愛 媛 県 社 会 福 祉 協 議 会  

ＮＨＫ松山放送局、南海放送、テレビ愛媛、あいテレビ、愛媛朝日テレビ、愛媛新聞社 

協 力：松山市レクリエーション協会 
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ご あ い さ つ  

 

 

 

愛媛県オリエンテーリング協会 会長 河野 忠康 

豊かな自然と文化の誇り高いここ愛媛県において、トレイルオリエンテーリング四国ｉｎ愛媛（併設

スプリントオリエンテーリング大会）が、盛大に開催されますことは大きな喜びであり、皆様を心から

歓迎申し上げます。 

平成２２年秋に香川県で開催されたトレイルオリエンテーリング四国大会（ＪＯＡ公認）を、愛媛県

で開催することになりました。愛媛ＦＣの本拠地「ニンジニアスタジアム」がある「愛媛県総合運動公

園」と、しろくまピースちゃんでおなじみの「愛媛県立とべ動物園」での開催です。 

この大会を契機に、更に一層オリエンテーリングの普及と発展に努力してまいりたいと考えておりま

す。 

参加者の皆様には、聖徳太子が入ったといわれる日本最古の道後温泉、司馬遼太郎の小説でおなじみ

の「坂の上の雲ミュージアム」、正岡子規の業績を展示している「松山市立子規記念博物館」、伊予郡砥

部町の「念ずれば花開く」で有名な「坂村真民記念館」、上浮穴郡久万高原町の「久万美術館」など、

愛媛県の観光をしていただければ、この上なく幸せであります。 

終わりになりましたが、本大会の開催にあたり、格別の御協力を賜りました関係者の皆様方に深く感

謝を申し上げまして、ごあいさつとします。 

大 会 役 員 

大 会 会 長： 河野 忠康（愛媛県オリエンテーリング協会会長） 
実 行 委 員 長： 宮内   祐（愛媛県オリエンテーリング協会理事長） 

大会運営責任者： 田中   博（ＮＰＯ法人トレイル・オリエンテーリング協会） 

トレイルオリエンテーリング部門役員 

競技・運営責任者： 徳野 利幸（愛媛県オリエンテーリング協会副会長） 

大会コントローラ： 櫻内 保幹（ＮＰＯ法人トレイル・オリエンテーリング協会） 

コ ー ス 設 定 者： 伊東洋一郎（ＮＰＯ法人トレイル・オリエンテーリング協会） 

競 技 役 員： 木村  進（香川県協会）、林  和志（徳島県協会）、内藤 利明（愛

媛県協会）、谷口 直夫（愛媛県協会）、鈴木友三郎（愛媛県協会）、

重松 良和（松山市レク協）、橘  哲一（松山市レク協） 

スプリントオリエンテーリング部門役員 

競技・運営責任者： 伊藤 好信（愛媛県オリエンテーリング協会副会長） 

コ ー ス 設 定 者： 伴  毅（京都大学オリエンテーリングクラブ） 

競 技 役 員： 村上 暢章（愛媛県協会）、須之内幸和（松山市レク協）、橘  景子

（松山市レク協）、束村 良行（松山市レク協）、立花 敦美（松山

市レク協）、兵頭 俊二（愛媛県）、菅  政範（愛媛県）、井上 博人

（入間市ＯＬＣ） 

救 護 役 員：  二宮 直美 
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◎アクセス 

＜公共交通機関利用の場合＞ 

松山空港からリムジンバスで「松山市駅」下車（約２３分）、乗り換え。 

ＪＲ松山駅、道後温泉、市中心地から市内電車で「松山市駅」下車（約６～１６分）、乗り換え。 

松山市駅ターミナル（③のりば）より「えひめこどもの城」行きバスで「ニンジニアスタジアムバ

ス停下車。バス停「総合運動公園口」の次が「とべ動物園前」で、その次が該当の「ニンジニアスタ

ジアム（陸上競技場）前」バス停となります。間違えないで降りてください。 

バス停から受付まで徒歩２分です。 

松山市駅ターミナル発は、08:30～最終 16:00、30分間隔運転（所要時間36分・運賃 500円） 

ニンジニアスタジアム前から松山市駅ターミナル行きは、始発は、09:24～最終 16:54（30分間隔） 

＜自家用車利用の場合＞ 

高速道路「松山ＩＣ」を降りて、つきあたりを右折（国道３３号に合流）してください。国道３３

号を道なりにそのまま南下、約１．５キロで、重信大橋を渡り、砥部町に入ります。重信大橋から道

なりに約２キロ南下すると、運動公園入口の表示のある信号機交差点（左隅に、ゼネラルのガソリン

スタンド、公園・動物園の案内標識もあり）を左折してください。 

左折すると正面に「運動公園・とべ動物園のゲート」が架かっていますので、そのまま信号機に従

松山市駅 
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い、交差点を直進してください。そこが、愛媛県総合運動公園です。 

料金所で入園券を取ったあと、公園に入り、とべ動物園の駐車場、中央広場の駐車場には停めず一

回スタジアムを素通りして、「東駐車場」へ降りてそこに停めてください。 

駐車場から受付まで徒歩約８分です。 

周辺の案内図は別紙参照ください。別途駐車料金300円が必要です。お帰りの時に公園出口でお支

払いください。【競技の公正を保つため、中央駐車場、動物園駐車場への駐車は禁止です。】 

 

 

 

  

 

◎ スタート地点と誘導テープの色  

・トレイルＯ 受付 ⇒ スタート地点 マーキングテープ（蛍光ピンク）誘導 

       Ａクラスのみ、スタートからＴＣ待機所へ行ってください。  

・スプリントＯ 受付 ⇒ スタート地区  

       スタート ⇒ スタートフラッグ（地図の△地点）誘導テープなし 

       最終コントロール ⇒ フイニッシュ 誘導テープなし 

・地図に表記してない立入禁止は現地で、「トレイルＯ競技者は立入禁止」又は青黄テープ等の表記 

があります。 

・通行車輌の多い道路の横断は、指定の横断歩道を使用してください。道の立入禁止は地図上で道に
直角のパープルの縦棒で表示してあります。立ち入らないようにご注意ください。 

・一般の公園利用者は通行していますが、トレイルＯ競技者のみ、それ以上入れない道があります。 

注意してください。 

 

東駐車場 

受付（更衣室） 

食堂（レストクラブ

夢家） 
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◎ タイムテーブル（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トレイルオリエンテーリングの部 

【競技情報】 

競技規則 日本トレイルオリエンテーリング競技規則に準拠 

地図  縮尺 １：５,０００、等高線間隔 ５ｍ、透視可能度 ３段階、ＪＳＳＯＭ２００７準拠  

コントロール位置説明 Ａクラス ＪＳＣＤ２００８に準拠、Ｂ・Ｎクラス 日本語表記 

記号の注記：岩・岩がけ 目立つものは1ｍ以下でも取ってあるものがあります。 

【パンチ方式】 

ピンパンチをスタート地区で配布しますので各自持参してください。コース上の吊り下げ方式は

採用しません。マイ・ピンパンチの使用が可能です。ご持参ください。 

【制限時間】 

競技制限時間はＡクラス１２０分 Ｂクラス１００分 Ｎクラス１００分です。制限時間を越え

トレイルＯ四国 in 愛媛 併設スプリントＯ大会 

１０：００ 受付開始 

１０：３０ スタート開始 

１１：５０ 全クラス受付終了 

１２：００ 全クラススタート終了 

１４：２０ トレイルＯ終了 

１５：３０ Ａクラス表彰 

Ｎクラスは参加証のみ 

Ｂクラス表彰は随時 

１３：００ 受付開始 

１４：００ スタート開始 

１４：００ 受付終了 

１４：４５ スタート終了 

１５：３０ 競技終了 

１５：４０ Ａ、Ｂクラス表彰 

Ｎクラスは完走証のみ 

当日の事情等により変更もあります。 
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てフィニッシュした場合は、超過した時間が５分までごとに１点が減点されますのでご注意くだ

さい。 

通行車輌の多い道路の横断は、指定の横断歩道を使用してください。係員の指示に従ってくださ

い。横断歩道での待ち時間も競技時間に含みます。 

【トイレ・給水所】 

トイレは受付会場内にあり、車椅子用トイレもあります。中央広場、補助競技場、多目的広場は

現在工事中です。（多目的広場は仮設トイレで車椅子用トイレはありません。） 

とべ動物園駐車場、動物園内にもトイレはあります。車椅子用トイレもあります。 

給水所は、特に用意しません。各自ご用意ください。途中に自販機もあります。 

【公式掲示板】 

本部に公式掲示板を設けます。プログラム発行後の変更事項など重要情報を掲示しますので、必

ずご覧ください。 

【当日の流れ】 

《会場・受付》 

受付は、陸上競技場管理棟の玄関ホールで行います。 

〈事前申込の人〉 

受付で、ナンバーカード、コントロールカード入りの袋を受け取ってください。 

コントロールカードには、名前とスタート時刻が印字されています。 

〈当日申込の人〉 

受付で、当日参加申込書を記入し、参加費を支払ってください。 

Ａクラス ２，５００円、Ａクラス高校生 １，５００円 

Ｂクラス １，２００円、Ｂクラス中高校生  ６００円 

Ｎクラス    ８００円、Ｎクラス小中学生   ３００円 

グループでも参加できますが、地図はグループに１枚になります。 

係員がコントロールカードに名前と、スタート時刻を記入します。 

受付で、ナンバーカードを受け取ってください。 

〈共通事項〉 

受付で、とべ動物園の入園整理券をお渡しします。動物園に入園する際入口係員へ渡してく

ださい。 

ゴム紐、安全ピンは各自持参ください。若干数は受付に置いています。 

コンパスのない方は、貸し出します。（紛失の場合は２０００円申し受けます。） 

スタート・エリアへ、マーキングテープ（蛍光ピンク）で誘導します。 

《更衣室》 

陸上競技場管理棟の第２会議室を女子更衣室、第３会議室を男子更衣室とします。 

貴重品は各自の責任で管理してください。 

《スタート》 

誘導テープ（蛍光ピンク）に従ってスタート地点に行き、係員の指示により３分前の枠に入り

ます。２分前枠、１分前枠と順次前に進みスタートしてください。 

スタート地点は、多目的広場のグラウンドの中央付近（徒歩５分）です。 

パンチは、スタート地点で配布しますので各自で持参してください。コース上の吊り下げ方式

ではありません。 

Ａクラスはスタート直後にＴＣがあります。係員の指示に従いＴＣ待機場所に向ってください。

ＴＣ終了後、リスタートとなります。 

《競 技》 

地図の△地点がスタート、○の番号順に問題を解きながら回って、◎がフイニッシュです。 

○の中心に有るフラッグはどれか？を回答してください 

フラッグは左からＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅと呼びます、遠近は関係ありません。 

道を外れてフラッグに近づいてはいけません。 

Ｎクラスは、競技係員がトレイル・オリエンテーリングのやり方について説明しますので、解
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からない事は質問してください。 

競技中は他の競技者と相談しないで自分で考えて答えを見つけ、コントロールカードにパンチ

してください。 

答えが解かっても、声に出して正解を言わないでください。周りの競技者に聞こえてしまいま

す。 

トレイルＯのコントロールで、明らかにフラッグ群から離れているフラッグが見える場合があ

ります。これはスプリントのフラッグで、トレイルＯの位置説明にあるＡ－Ｅ、Ａ－Ｃなどのフ

ラッグ数を表す表記以上にフラッグが見えた場合には、常識的に判断してください。微妙な位置

で混同するようなフラッグは置いてありません。 

ついうっかりのダブルパンチはどちらかが正解でも、無効です。爪などで、ダブルパンチを消

しても、無効です。 

コントロール番号順に問題を解いて、コントロールカードにパンチしてフイニッシュまで回っ

てください。 

公園利用者、競技者間の配慮など皆様の良識で競技を願います。 

《フイニッシュ》 

地図の◎地点（管理棟一階玄関ホール）がフイニッシュです。グループの場合は、メンバー全

員がまとまってフィニッシュしてください。 

コントロールカードに、フイニッシュ時刻を係員が記入し、コントロールカードの１枚目（上

側）を係員が取り、２枚目（下側）を参加者にお渡します。 

ナンバーカード（スプリントを続いてする人を除く）、パンチ、（コンパス）を返却してくださ

い。 

Ｎクラスは参加証と正解表をここで受け取ってください。 

Ａ、Ｂクラスの正解表は 最終競技者スタート後に本部で配布します。 

《調査依頼と提訴》 

苦情、調査依頼は成績掲示後１５分以内、提訴は調査依頼への回答後１５分以内に所定の用紙

で本部に提出してください。 

裁定の審議状況により表彰式は行わない場合もあります。ご了承ください。 

《裁定委員》 

本トレイルＯ大会の裁定委員を次の方に委嘱しました。 

児玉 拓 様、佐藤 清一 様、高橋 義人 様（アイウエオ順） 

《表 彰》 

Ａクラスは１５時３０分頃、Ｂクラスは随時、表彰を受付付近で行います。 

Ｎクラスは、受付本部で参加証と正解表を配布します。Ｎクラスの表彰は行いません。 

スプリントオリエンテーリングの部  

【競技情報】 

競技形式  ポイントオリエンテーリング 

競技規則 「日本オリエンテーリング競技規則」に準ずる。 

地 図  縮尺 １：５,０００、等高線間隔 ５ｍ、走行度３段階＋通行不能・禁止の植生表示、

ＪＳＳＯＭ２００７準拠 、コース印刷済み ビニール袋入り Ａ４版 

コントロール位置説明 Ａクラス ＪＳＣＤ２００８に準拠、Ｂ・Ｎクラス 日本語表記 

【パンチ方式】 ＥＭＩＴ社製電子パンチングシステムによる通過証明方式、バックアップラベルは

受付で配布します。 

【コース距離】Ａ：２．５ｋｍ（登高１００ｍ）、Ｂ：２．２ｋｍ、Ｎ：１．８ｋｍ 

Ａの優勝設定時間は２０分です。 

Ｂ，Ｎの完走想定時間は概ね４０分です 

【テレイン状況】今回使用する森林部分は良く整備されており走行可能度はきわめて良好です。道の

ネットワークも発達しておりハイスピードなレースが予想されます。一方で、柵や植え込み、

崖といった通行禁止の特徴物も多くみられます。斜面も急峻な部分が多く、これらの処理がル
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ートチョイス上で重要となるでしょう。Ａコース全体として人工的なエリアと森林エリアをバ

ランスよく含み、短い中にも課題豊富なコースとなっています。 

【その他】 スプリント競技のため近接コントロールに関する規定は、２００９年改正の競技規則   

１６．４を適用します。すなわち同じ種類のコントロールは３０ｍ、違う種類のコントロール

は１５ｍ離れていれば良いものとします。（トレイルＯ用フラッグとの間隔を含め） 

通行車輌の多い道路の横断は、指定の横断歩道を使用してください。横断報道での待ち時間

も競技時間に含みます。駐車場を走行する際にも十分注意を払ってください。 

スパイク付きシューズの使用は禁止します。 

コントロールの位置説明表の配布はありません。地図に印刷されたものを使用してください。 

【当日の流れ】 

《会場・受付》 

受付は、トレイルと同じ、陸上競技場管理棟の玄関ホールです。 

〈事前申込の人〉 

トレイルＯ参加の方は、ナンバーカードをそのまま、それを使用してください。スタート地

区に進んでください。 

スプリントのみ参加の方は、受付でナンバーカードを受け取りスタート地区に進んでくださ

い。安全ピンは各自持参ください。 

〈当日申込の人〉 

受付で、申込書を記入し、参加費を支払ってください。 

Ａクラス １，５００円、Ａクラス中高校生 １，０００円 

Ｂクラス １，０００円、Ｂクラス中高校生   ５００円 

Ｎクラス   ８００円、Ｎクラス中高校生   ３００円 

Ｅカードレンタル料  ３００円 

受付でナンバーカード（ゼッケン）と貸し出しＥカードを受け取ってください。 

Ａクラスは、自由スタートです。スタート地区に進んでください。 

Ｂ・Ｎクラスは、受付でスタート時刻を指定します。指定されたスタート時刻に間に合うよ

うに、スタート地区に進んでください。 

〈共通事項・Ｅ-カードの取り扱い方法〉 

Ｅカードの貸し出しは スプリントの受付で行います。 紛失した場合は、７，０００円を

頂きますので、ご注意ください。 

初めての方は係員が説明します。必ずＥカードの取り扱い方法とオリエンテーリングのやり

方の説明を受けてください 

コントロールには、Ｅカードをはめ込むユニットが棒の先についています。１番コントロー

ルから順番に回り、コントロールユニットにＥカードを確実にはめ込みパンチしてください。 

同じコントールを続けてパンチした場合や、違うコントロールをパンチした場合でも正しい

コントロールが順番にパンチしてあれば問題ありません。 

 例：２番を飛ばし先に３番をチェックした場合、（→３）→２→４では失格となりますか

ら、（→３）→２→３→４と正しい順番で競技を続けてください。 

Ｅカードが正常に作動しない場合でも、バックアップラベルで通過証明ができます。 

《スタート》 

プレスタート地区は、受付からすぐです。誘導はありません。１４時００分からスタート開始

（予定）です。 

スタート地区は、管理棟中央部分の玄関ホールと管理事務所の間の階段の下（予定）です。 

Ａクラス：基本は、自由スタートです。スタート間隔を運営者側が調整する場合のみ、指示に

従ってください。自由な時刻に出走できますが、参考にスタートチャイマーを設置します。 

スタート枠に入る前に必ず、各自でＥカードのアクティベートを行ってください。また、係員

がＥカードの記載事項を確認します。Ｅカードをスタートユニットにはめ込み、ユニットのラン

プが点滅することを確認してください。万一動作不良の場合は、係員に連絡し予備のＥカードを

使ってください。 



9 
 

Ｂ・Ｎクラス：スタート地区には クラス毎に３分前、２分前、１分前の枠を設けます。スタ

ート時刻の３分前に自分のクラスの３分前枠に入り、１分ごとに次の枠に進んでください。１分

前枠に入り、スタート時刻の１０秒前になったら再度Ｅカードをユニットにはめ込んでください。 

スタートチャイムの合図と同時にＥカードをユニットから離し、前に置いてある箱から地図を

とってスタートしてください。 

地図に示すスタート地点（△）はスタート枠前方のスタートフラッグ設置場所です。 

《競 技》 

地図に示すコントロールの数字の１から順に回りフィニッシュ(ゴール)地点（◎）まで競技し

てください。 

コントロール地点に着いたら、フラッグを吊るしているパンチ台のコントロールユニットにＥ

カードを確実にはめ込んでください。これによって、コントロール通過が証明されます。 

位置説明に書いてあるコントロール番号と、はめようとしているコントロール番号が同じかを

確認してください。違うクラスのコントロールかも知れません。 

《フイニッシュ》 

最終コントロールからフィニッシュまでは誘導テープありません。 

パンチングフィニッシュ方式ですのでフィニッシュ（ゴール）でもＥカードをユニットに差し

込んでください。 

グループの場合はメンバー全員がまとまってフィニッシュしてください。 

Ｅカードは受付の計算センターまで持参のうえ、係員に渡してください。計測後マイカードは

お返しします。借りたコンパスはここでお返しください。 

ナンバーカードもここでお返しください。 

地図は回収しませんが競技前の人に地図を見せないようにしてください。 

競技は１５時３０分までです。競技途中でも中止して１５時３０分までには必ずフィニッシュ

してください。 

途中で競技を中止する場合でも必ずフィニッシュを通過してください。フィニッシュ通過の記

録がない場合は「行方不明者」として捜索することになりますので、ご注意ください。 

通過禁止・不能の地図記号表示、および地図に表記している立ち入り禁止区域への立ち入り、

通り抜けは絶対にしないようにお願いします。もし違反が判明した場合は失格とします。 

公園内には多くの一般の方が入園され、散策あるいは広場で幼児たちと遊んでいます。接触事

故を起こさないよう十分注意して競技してください。 

《表 彰》 

Ｎクラスは受付本部で、完走証を渡します。表彰は致しません。 

Ａ、Ｂクラスの表彰は１５時４０分頃に、トレイルの表彰に続いて行います。 

《共通注意事項（トレイル・スプリント）》 

・ 車は、東駐車場に停めてください。中央広場駐車場、とべ動物園駐車場に、停めないでください。 

・ 参加者は大会当日まで愛媛県立総合運動公園、愛媛県立とべ動物園へのオリエンテーリング目的

での立ち入りを禁止します。 

・ 参加者が自分自身に、あるいは第三者に与えた損害・事故等については、主催者は一切の責任を

負いません。 

・ 主催者ではスポーツ傷害保険に加入しますが、補償内容が十分とはいえませんので参加者各自で

の対応を推奨します。 

・ 万が一の事態に備え、健康保険証の持参をお勧めします。 

・ 来園者の通行の妨げにならぬよう、ご配慮をお願いします。 

《その他》 

愛媛県総合運動公園内に、食堂（レストハウス夢家）があります。ご利用ください。（体育館西側、

テニスコート北側 案内地図を参照ください。） 

《大会に関するお問い合わせ》 

・宮内 祐（みやうち ゆう） 
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Ｅメールアドレス：ｋａｓｍｙ＠ｅｈｍ．ｅｎｊｏｙ．ｎｅ．ｊｐ 
電話：０９０－７１４９－６７９３ 

・徳野 利幸（とくの としゆき）（トレイル部門） 
Ｅメールアドレス：ａｉｌｅｅｎｓｑ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ 
電話：０９０－８９７７－９８８４ 

・伊藤 好信（いとう よしのぶ）（スプリント部門） 
Ｅメールアドレス：ｉｔｏｕ－ｙｏｓｈｉ２＠ｅｓｎｅｔ．ｅｄ．ｊｐ 
電話：０９０－８６９４－６５４１ 

トレイルオリエンテーリングＡクラス・スタートリスト 

Ａクラス スタートリスト   Ｂ、Ｎクラスのスタート時間は、当日、受付で指定します。 

№ 時刻 氏 名 所属クラブ等  Ｂクラス エントリーリスト 

1 10:30 中山    勝 春日部 OLC  № 時刻 氏  名 所属クラブ等 

2 10:32 山口  征矢 川口 OLC  51  米本  義政 徳島県協会 

3 10:34 田中    徹 京葉 OLC  52  西原   隆 香川県協会 

4 10:36 山口  尚宏 OLCルーパー  Ｎクラス エントリーリスト 

5 10:38 児玉    拓 多摩 OL  № 時刻 氏  名 所属クラブ等 

6 10:40 山口  拓也 浜松 OLC  61  大谷 重慶 松山市 

7 10:42 大久保裕介 ES関東クラブ  62  三好 良子 横浜市 

8 10:44 田代 雅之 静岡 OLC  63  大谷 照子 松山市 

9 10:46 高橋 義人 東京都  64  河野 忠康 愛媛県協会 

10 10:48 石田 亘宏 愛知 OLC      

11 10:50 佐藤 清一 入間市 OLC      

12 10:52 藤生 考志 東京 OLC      

13 10:54 土屋 晴彦 愛知 OLC      

14 10:56 荒井 正敏 多摩 OL      

15 10:58 福田 雅秀 川越 OLC      

16 11:00 松橋 徳敏 つるまい OLC      

17 11:02 小原 哲朗 島根 OLC      

18 11:04 栗栖 怜央 阪大 OLC      

19 11:08 吉村 芳孝 北九州 OLC      

20 11:10 今井 信親 ワンダラーズ      

21 11:12 堀    裕多 阪大 OLC      

22 11:16 吉村 年史 北九州 OLC      

23 11:18 坂東 光彦 徳島県協会      

24 11:20 津高    剛 阪大 OLC      

25 11:24 木村 洋介 大阪 OLC      

26 11:26 織田    稔 徳島県協会      

27 11:28 中西 基裕 阪大 OLC      

28 11:32 小泉 辰喜 東京 OLC      

29 11:34 松本 和美 徳島県協会      

30 11:36 広瀬 文明 阪大 OLC      

31 11:40 谷村 正樹 杉風会      

32 11:42 木村 治雄 入間市 OLC      

33 11:44 森   長三 長崎県協会      

34 11:46 岡野 英雄 愛知 OLC      

35 11:48 高柳 宣幸 港南 OLC      

36 11:50 川端   勲 OLC 吉備路      

37 11:52 志田 章博 長崎県協会      
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スプリントオリエンテーリング エントリーリスト 

Ａクラス エントリーリスト         Ｂクラス エントリーリスト 

№ 時刻 氏  名 所属クラブ等  № 時刻 氏  名 所属クラブ等 

1   中山  勝 春日部 OLC  10   石田 亘宏 愛知 OLC 

2   山口 征矢 川口 OLC  81   米本 善政 徳島県協会 

3   田中  徹 京葉 OLC  82   西原  隆 香川県協会 

4   山口 尚宏 OLCルーパー  83   石田美代子 - 

5   児玉  拓 多摩 OL  Ｎ クラス エントリーリスト 

6   山口 拓也 浜松 OLC  № 時刻 氏  名 所属クラブ等 

12   藤生 考志 東京 OLC  91   三好 良子 - 

13   土屋 晴彦 愛知 OLC  92   河野 忠康 愛媛県協会 

14   荒井 正敏 多摩 OL  93   清水 瑞月 広島 OLC 

15   福田 雅秀 川越 OLC  94   清水 俊夫 - 

16   松橋 徳敏 つるまい OLC      

17   小原 哲朗 島根 OLC      

18   栗栖 怜央 阪大 OLC      

19   吉村 芳孝 北九州 OLC      

20   今井 信親 ワンダラーズ      

21   堀  裕多 阪大 OLC      

22   吉村 年史 北九州 OLC      

23   坂東 光彦 徳島県協会      

24   津高  剛 阪大 OLC      

25   木村 洋介 大阪 OLC      

26   織田  稔 徳島県協会      

27   中西 基裕 阪大 OLC      

28   小泉 辰喜 東京 OLC      

29   松本 和美 徳島県協会      

30   広瀬 文明 阪大 OLC      

31   谷村 正樹 杉風会      

36   川端  勲 OLC 吉備路      

71   山本 博司 ES関東クラブ      

72   山本 陽子 ES関東クラブ      

73   新見 和教 チームちょるる      

74   清水 尊司 広島OLC      

 


