
島根県オリエンテーリング協会創立 45 周年記念事業 2017 しまね ３DAY ナヴィ 

しまねスプリントオリエンテーリング大会（JOA 公認 S） 

しまねミドルオリエンテーリング大会（JOA 公認 B） 

＝プログラム＝ 

 

開 催 日 平成 29 年 11 月 3 日（金・祝）スプリント 5 日（日）ミドル 雨天決行・荒天中止 
開催場所 島根県立浜山公園（両日とも） 

集合場所 島根県立浜山公園 体育館（カミアリーナ・両日とも） 

主 催 者 島根県オリエンテーリング協会 

主 管 者 広島県オリエンテーリング協会 

後  援 出雲市、出雲市教育委員会、一般社団法人出雲観光協会 

 

歓迎の言葉 

 ようこそ、神々のつどうご縁の国島根県へ。出雲市の浜山公園は中国地方のオリエンテーリングの歴

史の中では，その黎明期より一年中使える素晴らしいテレインとしてこれまで 40 年近く使用されてき

ました。中国学生オリエンテーリング連盟の学連夏合宿の開催のために，1982 年に初めてこの地で植

生入りの地図が作成されました。以来度々再調査が行われ、この浜山砂丘は私たちに良質なオリエンテ

ーリングの機会を提供してきました。また島根県安来市の全日本オリエンテーリング大会の前日イベン

トとしてリレー大会が開催されたこともありました。 

 10 年ぶりにこの度この地を訪れたのですが、往時の全面 A の松林は随分とアカシヤが増え、かなり

走行度が悪くなった所も増えてしまいました。これも高齢化、過疎化によるものなのでしょうか。それ

でも、南の方や公園内には、まだまだきれいな走行度の高い松林が皆さんをお待ちしております。度々

のトラブルに負けずなんとか地図も完成いたしました。なにかと不十分な点はあるかと思いますが、3

日間十分にオリエンテーリングをともに堪能しましょう。 

 併せて、出雲大社に代表される出雲の様々な歴史的建築物、遺産、出土品や、出雲そば、温泉、人々

の温かさなどにも触れて、感じていただければ幸いです。（実行委員会一同） 

 

◎競技役員 

大会コントローラ：吉村年史（福岡県） 

総務責任者：櫻内保幹  競技責任者：清水尊司 

渉外責任者：櫻内保幹  会計責任者：櫻内保幹 

コース設定者：清水尊司 

スタート：◎美藤陽一、下江貴博、川上敏行、下江健史、秋葉健介、臼井祐人 

フィニッシュ：◎岡野有巳、島田宏輔、（島根県オリエンテーリング協会） 

計算センター：◎山本賀彦、岡野有巳 

初心者説明：◎木村弥生 

競技：◎清水尊司、増田尚嗣、美藤陽一、岡野有巳、島田宏輔、臼井祐人 

救護；◎木村弥生 

申込み受付：曽我清子 

プログラム作成：◎櫻内保幹、臼井祐人 

本  部：◎清水尊司、櫻内保幹 



交  通： 

◎公共交通機関 

◇空港連絡バス：出雲縁結び空港⇒出雲大社行・電鉄大社前下車(約 35 分)⇒電車・バス等利用 

出雲縁結び空港⇒ＪＲ出雲市駅(約 25 分)⇒電車・バス利用 

米子鬼太郎空港からは、ＪＲ松江駅・ＪＲ米子駅への連絡バス等があります。 

◇電車：電鉄出雲市駅⇒川跡駅(乗換)⇒浜山公園北口駅(約 20 分)⇒徒歩(約 15 分) 

松江しんじ湖温泉駅⇒川跡駅(乗換)⇒浜山公園北口駅(約50分)⇒徒歩(約15分) 

松江しんじ湖温泉駅発９:18～15:12は、川跡駅乗換無しの出雲大社前駅行の直通です。 

特急・急行は、浜山公園北口駅に停車しません。 

◇バス：JR 出雲市駅より（イオンモール・高松経由出雲大社行き）北荒木下車⇒徒歩(約 15 分) 

JR 出雲市駅より（ゆめタウン・高松経由出雲大社行き）浜山公園入口下車⇒徒歩(約15分) 

◎自家用車 

山陰自動車道 出雲 IC より出雲大社方面へ約 6 キロ(約 15 分) 

大会期間中（11/3～5）は、浜山公園内の各施設でイベントが開催され、多数の車での来園者が

見込まれます。時間に余裕を持って早めにお越し下さい。（体育館：高校バスケットボール大会、

陸上競技場：高校ラグビー大会・高校駅伝大会、野球場：高校野球大会、球技場：サッカー大会） 

車は第 1 駐車場に止めて下さい。満車の場合は第 2、第 3、第 4、臨時の順に止めて下さい。 

体育館（カミアリーナ）西側の駐車場は、参加者の駐車は禁止とします。 

既設の駐車場、臨時駐車場には、限りがあります。出来るだけ電車・バスをご利用下さい。 

 

○交通アクセス 

会場案内図 

 

会  場：・受付会場の体育館（カミアリーナ）へは上記の破線のルートのように進んで下さい。こ

のルートを外れて公園内に入らないで下さい。（特に電車利用の場合、公園内を通り抜

けないよう注意して下さい。）なお、テープ誘導は、ありません。 

・駐車場は、一般の方と共用です。役員の指示に従って駐車して下さい。 



 

・カミアリーナ正面玄関（2F）を入りスリッパに履き替え、１階に降りて下さい。 

・１階の小体育室が受付兼荷物置き場です。1 階の更衣室（ロッカー）シャワー室、トイ

レは共同使用です。他団体と譲り合って使って下さい。 

・体育館西側玄関（1 階）は、3 日（スプリント）のプレスタートへ向かう時以外の使用

は禁止です。 

・カミアリーナ内ではスリッパを使用して下さい。 

・２階のバルコニーには、出ないで下さい。 

 

○タイムスケジュール 

1 日目 11 月 3 日（金） スプリント 3 日目 11 月 5 日（日） ミドル 

12：00  受付開始 

12：30  トップスタート 

15：00  スタート閉鎖 

16：00  フィニッシュ閉鎖 

16：30  会場閉鎖 

 ９：00  受付開始 

10：00  トップスタート 

11：30  スタート閉鎖 

13：00  フィニッシュ閉鎖 

13：30  会場閉鎖 

 

○受付（カミアリーナ 1F） 

・事前申込（個人）の方で申し込みに不備がない方は受付を通る必要はありません。 

・当日申込の方は受付横の記入台で所定の参加申込用紙に必要事項を記入の上、参加費用を添えて受

付に提出して下さい。 

・当日申込者はスタート時刻を受付で指定します。 

 

○配布物 

・バッククアップラベル、（レンタルの場合は E カード＋バックアップラベル）の入った参加者用配

布物袋は、会場内の壁に沿ってクラスごとに置いてあります。各自で取り、中身を確認して下さい。



コントロール位置説明表はスタート地区で 2 分前に配布します。 

・参加費振込みに過不足があった等不備があった方は、参加者用配布物袋を受付で預かっていますの

で受付までお越し下さい。 

 

○当日申込み参加費 

＜スプリント＞ 

クラス 一般 大学生 高校生以下 

OA ２，５００円 ２，０００円 ５００円 

OB ２，０００円 １，５００円 ５００円 

グループ 1 組 ５００円 

E-card レンタル ３００円 

会員支援金：一般 OA クラスの参加費には会員支援金５００円を含んでいます。 

＜ミドル＞ 

クラス 一般 大学生（院を含む） 高校生以下 

OA ３，５００円 ３，０００円 ５００円 

OB ２，０００円 １，５００円 ５００円 

グループ 1 組 ５００円 

E-card レンタル ３００円 

会員支援金：一般 OA クラスの参加費には会員支援金１，０００円を含んでいます。 

 

○公式掲示板 

・会場内に公式掲示板を設けます。プログラムへの修正･追加情報などを掲示しますので、必ずご確認

下さい。 

 

◎競技情報 

※特に記載がない場合は両日とも共通する事項です。 

○競技について 

競技形式   １日目（11/3） ポイントオリエンテーリング スプリント競技 

       ３日目（11/5） ポイントオリエンテーリング ミドルディスタンス競技個人競技 

競技規則   (社)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。 

ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑ （両日とも）電子パンチング計時システム（EMIT）を使用します。 

 

○地図について 

使用地図 

（スプリント）縮尺 1：4,000 等高線間隔 2m A4 版 走行可能度 4 段階 

作図 JSSOM2007 に準拠 プリンターによる印刷 チャック付ポリ袋入り 

島根県オリエンテーリング協会作成「浜山公園」をスプリントＯ用に再調査 

（ミドル）  縮尺 1：10,000 等高線間隔 2.5m A4版 走行可能度 ４段階 

作図 JSOM2007 に準拠 プリンターによる印刷 チャック付ポリ袋入り 

島根県オリエンテーリング協会作成「浜山公園」をミドルＯ用に再調査 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ位置説明 JSCD2008 準拠（ただし、M15A、M12、B クラスでは日本語表記を使用します） 



スプリント，ミドルともコントロール数最大 21 

（配布される位置説明表のサイズは、最大 50mm×200mm です。） 

 

スプリント・ミドルで使用している地図において、認められた特殊記号として以下のものを使用して

います。 

 灯篭、その他の人工特徴物 ： ×(黒) ※写真①参照のこと 

 噴水台（スプリントのみ） ： ○（青） ※写真②参照のこと 

 照明（スプリントのみ） ： ○(黒) 

写真①灯篭 写真②噴水台 

 

 

 

 

○テレイン情報 

島根県立浜山公園の敷地で、大部分は透視可能度のよい針葉樹の植林地です。一部は遊歩道のある

児童遊園になっています。また体育館、野球場陸上競技場の周りは舗装された広場で植え込みなど

があります。 

 

○コース 

しまねスプリント・ミドルオリエンテーリング大会 クラス一覧 

＜個人＞ 

スプリント（11 月 3 日） ミドル（11 月 5 日） 

クラス 距離 UP 
優勝設

定時間 
参加人数 クラス 距離 UP 

優勝設

定時間 
参加人数 

M21A 3.7km 60m 15 分 15 名 M21A 4.4km 120m 30 分 26 名 

M35A 3.1km 40m 15 分 4 名 M35A 3.1km 100m 30 分 8 名 

M50A 2.8km 50m 15 分 10 名 M50A 2.9km 65m 30 分 14 名 

M65A 1.9km 30m 15 分 13 名 M65A 1.5km 35m 30 分 18 名 

M15A 1.8km 25m 15 分 1 名 M12 1.9km 40m 30 分 1 名 

W21A 2.8km 50m 15 分 1 名 W21A 3.1km 100m 30 分 8 名 

     W35A 2.9km 65m 30 分 1 名 

W50A 1.8km 25m 15 分 3 名 W50A 1.5km 35m 30 分 4 名 

MBL 2.7km 35m 15 分 3 名 MBL 2.3km 65m 30 分 1 名 



MBS 1.7km 25m 15 分 1 名      

WBS 1.6km 20m 15 分 1 名      

 

＜グループ（２～4 人）＞（スプリント、ミドル共通） 

クラス 構成 優勝設定タイム 

一般組 制限なし 20～30 分 

家族組 小学生又は 60 歳以上を含むグループ 20～30 分 

中学生組 中学生のみのグループ 20～30 分 

 

・競技時間は 1 日目スプリント 60 分、3 日目ミドル 90 分です。 

・距離はすべて直線距離です。登距離はベストルートでの登距離です。 

・距離、登距離は変更される場合がありますので、公式掲示板にてご確認下さい。 

・コントロール位置説明表（デフ）は、スタート地区で 2 分前に各自で取ることとします。サイズは、

最大 50mm×200mm です。 

 

＜クラスの統合＞ 

・今回はクラスの統合はありません。 

・なお、次のクラスにはエントリーがありませんでした。 

（1 日目）M20A、M18A、M12、W35A、W20A、W18A、W15A、W12、WBL、N 

（2 日目）M20A、M18A、M15A、W35A、W20A、W18A、W15A、W12、MBS、WBL、

WBS、N 

 

○スタート地区まで 

1 日目 11 月 3 日（金） スプリント 3 日目 11 月 5 日（日） ミドル 

スタート開始時刻 12：30 

閉鎖時刻 15：00 

 

体育館１階出口より黄・白ストリーマの誘導

で徒歩 5 分 

スタート開始時刻 10：30 

閉鎖時刻 11：30 

 

体育館２階正面玄関より黄・白ストリーマの

誘導で徒歩５分（途中で横断歩道があります。

車に気をつけて移動して下さい。） 

 

○スタート地区 

・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。現在時刻を掲示します。Ｅカードを忘れた場合にはスタート

できません。 

①スタート方法 

３分前 スタート枠に入って下さい。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カード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、アクティベー

ト（内蔵時計の初期化）を行って下さい。ランプの点滅が確認できなかった方は、役員に

申し出て下さい。役員が再度チェックし、故障の場合には別のＥカードをお渡しします。 

枠に入る際、役員がリストで名前、クラスと E カードの確認を行います。確認後は枠から

出られません。確認後、ご自身の出走クラス枠にお入り下さい。 



２分前 １つ前の枠に進んで下さい。コントロール位置説明表をおとり下さい。 

１分前 さらに１つ前の枠に進み、各自でコース地図の位置説明表を見て自分のクラスであること

を確認します。その後、地図はスタートするまで見ないで下さい。 

10 秒前 スタートユニットに E カードをセットします。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 カードを外すこと）し、スタートして下さい。 

※ スタートはリフトアップ式です。 

※ 正しい地図と正しい位置説明表を取ることは競技者の責任で行って下さい。 

②遅刻 

・遅刻者は、スタート枠で役員のチェックを受けた後、スタート遅刻者枠に向かいスタート役員に

その旨を伝えて下さい。役員の指示に従い、遅刻者枠からのスタートになります。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

計算します。 

③スタートフラッグまで 

・スタートフラッグまでは必ず赤・白ストリーマの誘導をたどって下さい。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 

・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ようご注

意下さい。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。 

・11 月 3 日スプリント大会当日は、島根県高等学校ラグビー大会が陸上競技場で、キッズサッカー

大会が球技場で開催されます。競技場周辺に関係者で混雑する可能性があります。 

・11 月 5 日ミドル大会当日は、島根県高等学校野球 1 年生大会が浜山球場で開催されます。球場周

辺に関係者で混雑する可能性があります。 

・来園者と衝突等トラブルが起きないよう、十分気を付けて競技して下さい。 

・公園エリアには排水溝がありますので、競技中気をつけて下さい。 

・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下さい。けが人の救助は競

技よりも優先して下さい。 

・E カードを紛失した場合、失格とします。E カードの落し物を発見した場合、持ち帰って下さい。 

・給水所を設けません。 

・クラスによっては交通量が多い車道を横断する箇所があります。車に注意し、安全を確認の上横断

して下さい。 

 

○E カード使用時の注意事項 

・E カードの使用法説明の必要な方は、「初心者説明所」で説明を受けて下さい。 

・コントロールに着いたら、コントロール識別番号（数字）を確認し、ユニットに E カードをセット

して下さい。 

・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）の場合 

 ⇒8 に戻ってパンチをし、再び 9 へ向かう 



【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でパンチした場合 

 ⇒8 に行ってパンチをし、9 へ向かう 

 

○フィニッシュ 

・最終コントロールからフィニッシュ間は赤・白ストリーマの誘導です。誘導をたどって下さい。フ

ィニッシュライン上にフィニッシュ用のユニットが設置されています。 

・フィニッシュ方法は、全クラスパンチンングフィニッシュです。E カードでフィニッシュ用のユニ

ットをパンチした時点で競技終了とし計時いたします。フィニッシュ用のユニットをパンチしない

場合についても失格となりますので、必ずパンチして下さい。Ｅカードの読み取りは、体育館 1 階

の本部にて行います。フィニッシュ後、速やかに本部に移動し、E カードの読み取りをして下さい。 

・スプリントは１６：３０ ミドルは１３：3０よりコントロール撤収を開始します。 

・競技が終了していなくても必ず撤収開始時刻までにはフィニッシュを通過し、E カードを役員に渡

すようにして下さい。フィニッシュ通過が確認できなかった場合は、未帰還者として捜索されるこ

とになります。 

・競技に関する調査依頼書は、フィニッシュでは受け付けません。本部にて、所定の用紙に記入して

提出して下さい。 

 

○地図回収 

・地図回収は行いません。出走前の参加者に地図を見せるなどの行為は禁止です。見せたことが判明

した場合には、双方の競技者ともに失格になります。 

 

○服装と用具に関する注意 

・オリエンテーリングに適した服装、靴。長袖，長ズボンを推奨。テレイン内には、にせアカシヤ等

とげ植物が見られます。金属ピンシューズの使用は禁止します。体育館内の更衣室（共同）が使用

できます。体育館内は土足厳禁です。 

 

○トレーニングに関する情報 

・トレーニングコースは設けません。 

 

○成績掲示・表彰式 （会場閉鎖時刻 スプリント１６：３０ ミドル１３：３０） 

・速報 

 会場内で速報を掲示します。 

・表彰式 

 各クラス３名を表彰します。当日申し込みクラス（OA、OB）は表彰の対象になりません。 

 表彰は順位確定次第、順次行います。会場のアナウンスに従って表彰対象者は表彰会場横にお集ま

り下さい。 

 

○成績表 

・成績表は、受付で１部 400 円にてお申込いただけます。成績表は後日郵送させていただきます。 

・本大会の成績は大会公式サイトにも掲載します。 

 

○地図 



・希望者には、コース図と全コントロール図を 1 枚 500 円で提供します。希望される方は、本部に

お越しの上申込み下さい。 

 

○欠席者の地図返却 

・欠席者の地図は、スプリントは 15：30 頃から、ミドルは 12：00 頃から配布します。準備がで

きた時点で案内します。 

 

○安全に関する情報 

・本大会では、笛（ホイッスル）の携行を推奨します。大きなけが等のため自力で動けなくなった時

に使用します。「ピピピピピピ・・・ピピピピピピ」と「６回短音を鳴らし、しばらく間をおいて

それを繰り返します」。救助が来るまでそれを続けます。笛（ホイッスル）の音を聞いた人は、競

技を中断し救助にむかって下さい。いたずらや現在地を聞く目的では絶対に使用しないで下さい。 

・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。撤収時刻を越えそうな場合は、すみ

やかにフィニッシュにむかって下さい。 

・参加者は健康状態に十分に注意すること。万一負傷した場合、主催者は応急手当のみとします。本

部に救急箱を用意し、看護師が常駐しています。（なるべく「健康保険証」を持参のこと） 

・参加者が自身または第三者に与えた損害に対し主催者は一切その責任を負いません。 

・AED は、体育館（カミアリーナ）事務室に設置されています。会場内においています。緊急時には

大会本部へ連絡して下さい。競技中に、AED が必要となる事態に出会った場合は、大会役員に連絡

して下さい。 

 

◎その他の情報 

○変更 

・要項および公式サイト・プログラムに記載されている事項は、予告なく変更される可能性がありま

す。（変更があった場合、大会公式サイトにて変更箇所を公表します。）当日は、公式掲示板に変

更箇所を公表します。 

 

○注意事項 

・競技エリアと会場内は火気使用厳禁です。タバコは指定された場所以外では絶対に吸わないで下さ

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下さい。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。 

・寒さが予想されます。寒さ対策をお願いします。 

・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下さい。

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下さい。また、民家の庭や畑に入ったり樹木を傷つけないで下

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、主管者はその

責任を持ちません。 

・会場周辺の道路は駐車禁止です。 

・参加費はいかなる場合も返金しませんので予めご了承下さい。 



・大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主

催者側に属します。 

・お申込みいただいた参加者の個人情報は主催者側にて適切に管理し、お申込み内容の確認、連絡、

傷害保険加入、大会案内、アンケート等の送付のために利用させていただきます。 

・貴重品は各自の責任で保管して下さい。主催者側は盗難・紛失の責任を負いません 

・最寄りのローソンまで会場から７00m、ファミリーマート 800m です。 

・トイレは、スタート地区、会場にありますが、宿泊所や駅で済ませておくことを勧めます。 

・体育館内は土足厳禁です。スリッパを使用して下さい。 

 

◎大会の中止について 

・気象状況（豪雨等）により公共交通機関の運行中止、道路通行止め等の影響が出た場合は大会を中

止することがあります。その場合は、当日の朝７時を目途に決定します。基本的には気象上の警報

が発令されたら即中止、注意報以下はその時の判断になります。 

 

◎問い合わせ先 

清水尊司 気付 広島県オリエンテーリング協会事務局 

E メール（推奨） qqub5fa9@celery.ocn.ne.jp 

携帯 ０９０－２８００－０１７８（当日） 

櫻内保幹 島根県オリエンテーリング協会 

E メール（推奨） yonago-oc@docomo.ne.jp 

携帯 ０９０－３３７３－４９０９（当日） 

 



11/3　しまねスプリント大会　スタートリスト

【M21A】 12:40 髙村 卓 上尾OLクラブ 198768
時刻 氏名 所属 EカードNo. 12:41 山本 博司 ES関東クラブ 412158

12:30 大西 正倫 杏友会 196652 12:42 鹿野 勘次 岐阜OLC 500987
12:31 堀田 遼 トータス 210012 12:43 海老沢 正 入間市OLC 479632
12:32 荒井 正敏 多摩OL 198771 12:44 福田 良雄 OLC吉備路 410209
12:33 橋本 知明 杏友会 196648
12:34 山口 拓也 浜松OLC 92850
12:35 岩田 健太郎 杏友会 168953
12:36 田濃 邦彦 静岡OLC 502299 【M15A】
12:37 伴 毅 京都OLC レンタル 時刻 氏名 所属 EカードNo.

12:38 田代 雅之 静岡OLC 198842 12:46 岡崎 盛 晴れの国岡山OLC 223039
12:39 藤生 考志 東京OLクラブ 221707
12:40 榎 智弘 杏友会 196704
12:41 森脇 崇 なし レンタル
12:42 大木 孝 みちの会 レンタル 【W21A】
12:43 福田 雅秀 川越OLC 190125 時刻 氏名 所属 EカードNo.

12:44 川本 真輝 札幌OLC レンタル 13:00 加納 尚子 朱雀OK 483354

【M35A】 【W50A】
時刻 氏名 所属 EカードNo. 時刻 氏名 所属 EカードNo.

12:48 谷垣 宣孝 OLP兵庫 210427 12:55 今井 栄 ワンダラーズ 500354
12:49 稲田 旬哉 OLCふるはうす レンタル 12:59 髙村 陽子 上尾OLクラブ 400770
12:50 中里 勝彦 航走の会 レンタル 13:03 山本 陽子 ES関東クラブ 408454
12:51 大林 俊彦 大阪OLC 502619

【MBL】
【M50A】 時刻 氏名 所属 EカードNo.

時刻 氏名 所属 EカードNo. 12:53 大西 健夫 ソニーOLC レンタル
12:47 田中 徹 京葉OLクラブ 209768 12:57 湯浅日出雄 - レンタル
12:48 茅野 耕治 ワンダラーズ 222931 13:01 蔭山 和英 - レンタル
12:49 土屋 晴彦 愛知OLC 185208
12:50 杉本 光正 ES関東クラブ 223040
12:51 井口 良範 高崎OLC レンタル
12:52 小泉 辰喜 東京OLクラブ 196185 【MBS】
12:53 中原 信一 大阪OLC 173234 時刻 氏名 所属 EカードNo.

12:54 町井 稔 長野県協会 483414 12:30 岡崎 浩 晴れの国岡山OLC 223038
12:55 山根 祥延 大阪OLC レンタル
12:56 宮崎 敦司 (無所属) 195995

【WBS】
時刻 氏名 所属 EカードNo.

【M65A】 13:05 小銭 紀子 - レンタル
時刻 氏名 所属 EカードNo.

12:32 伊藤 清 ワンダラーズ 198826
12:33 高橋 厚 多摩OL 233372
12:34 中山 勝 春日部OLC 502765
12:35 田中 博 入間市OLC 401266
12:36 関野 賢二 ＹＴＣ７８ レンタル
12:37 岡野英雄 愛知OLC 185216
12:38 今井 信親 ワンダラーズ 198772
12:39 小橋 至 浜松OLC 183116



11/5　しまねミドル大会　スタートリスト

【M21A】 10:56 木村 佳司 長野県協会 レンタル
時刻 名前 所属 EカードNo. 10:58 杉本 光正 ES関東クラブ 223040

10:01 山本 明史 京大OLC レンタル
10:03 田代 雅之 静岡OLC 198842 【M65A】
10:05 神谷 泰介 - レンタル 時刻 名前 所属 EカードNo.
10:07 谷川 友太 OLCルーパー 87666 10:04 福田 良雄 OLC吉備路 410209
10:09 川本 真輝 札幌OLC レンタル 10:06 久保 善正 京都OLC レンタル
10:11 大江 恒男 OLP兵庫 148327 10:08 岡野英雄 愛知OLC 185216
10:13 榎 智弘 杏友会 196704 10:10 海老沢 正 入間市OLC 479632
10:15 新 隆徳 入間市OLC 483428 10:12 小橋 至 浜松OLC 183116
10:17 森脇 崇 なし レンタル 10:14 高村 卓 上尾OLクラブ 198768
10:19 山根 祥延 大阪OLC レンタル 10:16 永田 実 OLP兵庫 レンタル
10:21 新見和教 チームちょるる レンタル 10:18 加藤 高雄 大阪OLC レンタル
10:23 堀田 遼 トータス 210012 10:20 尾和 薫 三河OLC 198870
10:25 田濃 邦彦 静岡OLC 502299 10:22 田中 博 入間市OLC 401266
10:27 橋本 知明 杏友会 196648 10:24 鹿野 勘次 岐阜OLC 500987
10:29 小菅 一輝 朱雀ＯＫ レンタル 10:26 関野 賢二 ＹＴＣ７８ レンタル
10:31 小暮 喜代志 ES関東C 500909 10:28 今井 信親 ワンダラーズ 198772
10:33 新田見 俊宣 練馬OLC 220215 10:30 伊藤 清 ワンダラーズ 198826
10:35 新田見 優輝 東大OLK 502039 10:32 高橋 厚 多摩OL 233372
10:37 川田 将太 WS会 220712 10:34 小野 盛光 三河OLC 198930
10:39 篠原 岳夫 渋谷で走る会 221789 10:36 山本 博司 ES関東クラブ 412158
10:41 森河 俊成 京大OLC レンタル 10:38 平島 俊次 京都OLC レンタル
10:43 平原 誉士 京大OLC 502510
10:45 近藤 恭一郎 京大OLC レンタル 【M12】
10:47 弓削田 槙一 入間市OLC 231920 時刻 名前 所属 EカードNo.
10:49 小山 清 京葉OLクラブ 232421 10:02 小比賀 草太 倉敷東小学校 レンタル
10:51 大西 正倫 杏友会 196652

【W21A】
【M35A】 時刻 名前 所属 EカードNo.

時刻 名前 所属 EカードNo. 10:16 加納 尚子 朱雀OK 483354
10:00 中里 勝彦 航走の会 レンタル 10:18 渡辺 円香 ES関東C 500910
10:02 水嶋 孝久 入間市OLC 483424 10:20 千葉 史子 京葉OLクラブ 500458
10:04 大林 俊彦 大阪OLC 502619 10:22 水嶋 直子 渋谷で走る会 220299
10:06 赤井 秀和 静岡OLC 210071 10:24 鳥羽 都子 ルーパー 76971
10:08 藤生 考志 東京OLクラブ 221707 10:26 増山 春菜 氏家研 レンタル
10:10 福田 雅秀 川越OLC 190125 10:28 谷川 理恵 OLCルーパー レンタル
10:12 谷垣 宣孝 OLP兵庫 210427 10:30 鈴木 直美 恩田研 レンタル
10:14 稲田 旬哉 OLCふるはうす レンタル

【W35A】
【M50A】 時刻 名前 所属 EカードNo.

時刻 名前 所属 EカードNo. 11:00 高津 寿三鈴 Club阿闍梨 レンタル
10:32 茅野 耕治 ワンダラーズ 222931
10:34 板谷 日出男 OLP兵庫 148329 【W50A】
10:36 土屋 晴彦 愛知OLC 185208 時刻 名前 所属 EカードNo.
10:38 滝 正晴 静岡OLC 209774 10:40 佐久間千恵子 博多OLC レンタル
10:40 井口 良範 高崎OLC レンタル 10:44 今井 栄 ワンダラーズ 500354
10:42 中原 信一 大阪OLC 173234 10:48 山本 陽子 ES関東クラブ 408454
10:44 田中 徹 京葉OLクラブ 209768 10:52 高村 陽子 上尾OLクラブ 400770
10:46 角岡 明 三河OLC 198875
10:48 荒井 正敏 多摩OL 198771 【MBL】
10:50 町井 稔 長野県協会 483414 時刻 名前 所属 EカードNo.
10:52 小泉 辰喜 東京OLクラブ 196185 10:00 岡崎 浩 晴れの国岡山OLC 223038
10:54 青木 俊之 練馬OLC 410403


