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2022 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 

ミドル・ディスタンス競技部門 東海・関西・北信越・中九四地区代表選考会 
プログラム 

 

大会概要 

日程 

2022 年 12 月 4 日（日） 雨天決行・荒天中止 

 

会場 

近畿日本鉄道（近鉄）西青山駅付近 （屋外） 

 

スタートリスト 

こちら 

 

必要物 

ゼッケン （各自用意-対象：セレクションクラス） 

安全ピン 

他、オリエンテーリングに必要なもの 

スケジュール（抜粋版） 

9:30 受付開始 

45 min スタート誘導 （ウィンブレ輸送あり・途中まで） 

11:00 トップスタート 

100 min 競技時間 

13:20 スタート閉鎖 （ここまで地図回収あり） 

15:00 フィニッシュ閉鎖 

16:00 会場閉鎖 

 

 

競技情報 

競技形式等 

ポイントオリエンテーリング ミドル・ディスタンス競技 

日本オリエンテーリング協会が定める競技規則類に準拠 

コントロール位置説明表 

配布あり・22 cm × 6 cm 以下 ・ ISCD 2018 準拠 

 

地図情報 

奥鹿野 2022 (NishiPRO 調製) 

旧地図 「奥鹿野」 

こちら 

縮尺 1:10000, 等高線間隔 5 m, 走行可能度 4 段階表示 

ISOM2017-2 準拠 (一部地図内に旧図等混載) 

 

 

計時方法 

EMIT 社製電子パンチシステム （E カード） 

個人所有のカード（マイカード）使用可 

 

クラス 

競技時間 100 分        優勝設定時間 35 分 

※ MS/WS クラスはセレクションクラスです。 

クラス 距離 (km) 等距離 (m) 

東海 MS 4.2 250 

東海 WS 3.1 180 

関西 MS 4.0 260 

関西 WS 3.2 170 

北信越 MS 4.2 250 

北信越 WS 3.1 180 

中九四 MS 4.0 260 

中九四 WS 3.2 170 

併設 MO1 4.2 250 

併設 WO1 3.1 180 

併設 MO2 4.0 260 

併設 WO2 3.2 170 

https://japan-o-entry.com/event/getfile/4140
http://www.orienteering.com/%7Eicmr2020/images/okugano_oldMap_original.jpg


 

 

テレインについて 

一部倒木等による足場の悪いエリアがあるものの、概ね見通

しのよく走行可能度が高いエリアで構成されています。旧地図

からの地形的変化も少なく、尾根・沢等の地形的特徴物が明

瞭なテレインです。 

 

サンプル地図 

 

 

 

 

 

ゼッケン 

セレクションクラス （必須） 

スタートリストに記されたスタート .No.が書かれたゼッケンを作

成し、当日は胸に目立つように取り付けて出走してください。 

 

目立つゼッケンの例 → 

 

 

併設クラス （任意） 

ゼッケンの掲示は任意です。ゼッケンの着用が無い場合はバ

ックアップ計時の対象外となります。 

コースプロフィール 

ミドル競技らしい速いスピードの中で明瞭だが複雑な地形的特

徴物への対応を要求するコースとなっている。基礎的なオリエ

ンテーリングの技術を着実に実行できるかどうかがセレクショ

ン通過の鍵となるであろう。 

 

その他 

スタートまでの誘導  ■■■■ 

レンタル E カード、バックアップラベルは受付付近で配布します。 

スタート地区まで青緑テープ誘導 45 分です。道中にウィンブレ

回収地点を設けます。 

 

競技中の誘導 ■■□□ / ■■■■ 

赤白テープ誘導です。テレイン内の立ち入り禁止地区の一部

には青黄テープで表示します。 

 

調査依頼・提訴 

調査依頼はフィニッシュ後 30 分の間、受付いたします。調査依

頼の回答に不服の場合、提訴を行うことができます。回答掲示

後、15 分以内に提訴を行ってください。 

 

再入山 

今大会での再入山は認めません。ご了承ください。 
 

立入禁止区域

選考クラス出場予定者の O-map「奥鹿野」、およびその周辺（下図）に立ち入ることを禁じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※地理院地図(https://maps.gsi.go.jp/)より作成 

 



 

 

イベントスケジュール 

 9:26 東青山駅急行出発 → 9:33 西青山駅着 

 9:30 会場開場 

 9:46 東青山駅急行出発 → 9:53 西青山駅着 

 10:29 東青山駅普通出発 → 10:36 西青山駅着 

 11:00 トップスタート (会場から 45 分） 

 11:07 東青山駅急行出発 → 11:14 西青山駅着 

 12:07 東青山駅急行出発 → 12:14 西青山駅着 

西青山駅急行出発 → 東青山駅 

 13:07 東青山駅急行出発 → 13:14 西青山駅着 

西青山駅急行出発 → 東青山駅 

 13:15 スタート閉鎖・地図返却 

 14:07 西青山駅急行出発 → 東青山駅 

 15:00 フィニッシュ閉鎖 

 15:07 西青山駅急行出発 → 東青山駅 

 15:15 調査依頼受付終了 

 15:28 西青山駅普通出発 → 東青山駅 

 16:00 会場閉鎖・運営者撤収 

 16:08 西青山駅急行出発 → 東青山駅 

 16:28 西青山駅普通出発 → 東青山駅 

 16:43 西青山駅急行出発 → 東青山駅 

※ トイレ便は 9 時 30 分から 14 時 30 分の間毎時 20 分間隔で

必要に応じて運航予定です。 （各便最大 6名・数分で到着） 

 

 

 

 

所要時間 

電車 （西青山駅⇔東青山駅） 07 - 10 分 

車 （西青山駅⇔東青山駅） 20 – 25 分 

 

来場方法等に関する備考 

電車での来場を特に推奨いたします。 

西青山⇔東青山駅   \ 260 (片道) 

 

来場時の西青山駅のホームや改札内での滞留はできるだけ

避け、速やかに会場に移動してください。 

 

西青山駅では PiTaPa・ICOCA 専用の簡易改札機のみ設置さ

れています。 

切符の自動販売機や乗車駅証明書発行機はございません。

そのため、切符を用いる方は西青山駅までの往復の切符をご

購入ください。 

 

西青山駅および東青山駅ダイヤは 10 月 14 日時点での近鉄

サイトによる時刻です。参加者自身で出発時刻等を再度調べ

てください。なお、近鉄では 12 月 17 日にダイヤ改正が行われ

る予定です。 

 

東青山駅ダイヤ 

（名張・大阪上本町方面 → 西青山駅（会場）方面） 

https://eki.kintetsu.co.jp/norikae/T5?uid=50565&dir=37&path=202210142325

37156&USR=PC&pFlg=2&slCode=356-42&d=1&dw=1&d_select=356-42%2C1 

 

西青山駅ダイヤ 

（伊勢中川・五十鈴側方面→東青山駅（駐車場）方面） 

https://eki.kintetsu.co.jp/norikae/T5?uid=11591&dir=14&path=202210142322

14499&USR=PC&pFlg=2&slCode=356-41&d=2&dw=1&d_select=356-41%2C2 

西青山駅ダイヤ （名張・大阪上本町方面） 

https://eki.kintetsu.co.jp/norikae/T5?uid=11591&dir=14&path=202210142322

14499&USR=PC&pFlg=2&slCode=356-41&d=1&dw=1&d_select=356-41%2C1 

 

 

https://eki.kintetsu.co.jp/norikae/T5?uid=50565&dir=37&path=20221014232537156&USR=PC&pFlg=2&slCode=356-42&d=1&dw=1&d_select=356-42%2C1
https://eki.kintetsu.co.jp/norikae/T5?uid=50565&dir=37&path=20221014232537156&USR=PC&pFlg=2&slCode=356-42&d=1&dw=1&d_select=356-42%2C1
https://eki.kintetsu.co.jp/norikae/T5?uid=11591&dir=14&path=20221014232214499&USR=PC&pFlg=2&slCode=356-41&d=2&dw=1&d_select=356-41%2C2
https://eki.kintetsu.co.jp/norikae/T5?uid=11591&dir=14&path=20221014232214499&USR=PC&pFlg=2&slCode=356-41&d=2&dw=1&d_select=356-41%2C2
https://eki.kintetsu.co.jp/norikae/T5?uid=11591&dir=14&path=20221014232214499&USR=PC&pFlg=2&slCode=356-41&d=1&dw=1&d_select=356-41%2C1
https://eki.kintetsu.co.jp/norikae/T5?uid=11591&dir=14&path=20221014232214499&USR=PC&pFlg=2&slCode=356-41&d=1&dw=1&d_select=356-41%2C1


会場 

受付・待機所 

近畿日本鉄道（近鉄）西青山駅改札外広場 ― その周辺 

（屋根一部あり ・ 暖房なし） 

トイレはございません。

女性向けの簡易的テントでの更衣室を設置いたします。 

※ 事前に更衣・トイレ等をお済ませください。 

駐車場 

四季の里駐車場（有料） 

東青山駅より近鉄大阪線 名張・大阪上本町方面の電車

に乗り、西青山駅で下車して来場ください。 

西青山駅⇔東青山駅間は車を用いた場合、15 - 20 分です。

（Google Map による） 

会場レイアウト

レンタル・販売等

E カードレンタル \ 300 

地図販売 \ 500 

安全ピン（４本） \ 100 

コンパスの貸出は今大会では行いません。

地図を注文された方は、注文数に応じた金額を受付まで持参

してください。 なお、地図販売は事前申込分のみの販売とな

ります。 

感染対策

参加者の各自での対策・対応をお願いいたします。運営者の

マスク配布等は行いません。

乗降所 （来場時のみ） 

乗降所から会場までは、歩道が無く交通量の多い国道 165 号

を数分歩く必要がございます。 

乗降所は来場時のみ開設します。 

退場の際は電車をご利用ください。人数集中による事故等防

止のためにご協力をお願いいたします。 

関西方面から来場する際の乗降所  Google Map 

東海方面から来場する際の乗降所  Google Map 

会場等に関する備考 

トイレについて

会場となる西青山駅にはトイレ等の設備はございません。必ず

事前にトイレ等をご利用になってから会場にお越しください。

トイレ輸送は受付にて人員の募集を行い、必要人員が揃った

場合にのみ運行します。なお、運営者による車での輸送となり

ます。

ウィンブレ輸送について

実施します。スタート地区までの道中に回収区間を設けます。

退場方法について 

来場方法に関わらず、全員電車での退場をお願いいたします。 

乗降所などを用いて乗り合わせ等はやめてください。 

https://goo.gl/maps/xkcQifteFuzH8Pw26
https://goo.gl/maps/RjJHqK4wuHS2NTLC7


 

 

その他備考

 電車での来場の際には、一般利用者の方々に迷惑とな

らないように努めてください。 

 猟期での開催となるため、山中でも目立つ格好ならびに

熊鈴等の携行をお願い致します。 

 会場内での貴重品等の管理は参加者の自己責任とさせ

ていただきます。 

 中止等による返金は運営経費をいただいた残額を返金

とさせていただきます。 

 競技・スケジュール等に関する事項を予告なく変更する

場合がございます。 

 傷害保険には加入予定ですが、補償額には限度がござ

います。ご自身の保険等もご確認の上ご参加ください。 

 

 

 

お問い合わせ 

ご不明点等ございましたら、右記のアドレスまでお問い合せください。      メールアドレス： mdl.slc.22@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:mdl.slc.22@gmail.com


来場方法について

電車での来場を推奨いたします。

退場方法について

来場方法に関わらず、全員電車での退場をお願いいたします。

※ 降車所やその付近での待ち合わせは絶対にやめてください。（事故,渋滞防止のため）

各方面、１時間に１本程度電車が来ます。

駐車場↔会場（片道￥260）の電車運賃は各自負担をお願いいたします。

お問い合わせ

2022年度関⻄学⽣オリエンテーリング連盟ミドルセレクション実⾏委員会
mdlslc22@gmail.com

来場方法について – 電車を利用する場合

近鉄西青山駅が会場です。
簡易改札となっています。

ICカード→利用可能、切符→改札内ポストに

お得な切符（例）

 学生割引切符 （101 km以上で2割引）

京都↔西青山↔名古屋 それぞれ104 km

 回数券

詳細・その他お得切符などは近鉄サイトをご確認ください。
https://www.kintetsu.co.jp/gyoumu/kippu/jousyaken/jousyaken.html

来場方法について – 車を利用する場合

1. 降⾞所で乗員は降り、ドライバーは東⻘⼭駅・四季の⾥駐⾞場へ
東⻘⼭駅から会場までは電⾞での移動となります。（１時間に１本⽬安）
降⾞所から東⻘⼭駅・四季の⾥までは 15‐20分程度かかります。

※降⾞所から会場まで歩道のない道を10 分程度歩く必要があります。
※降⾞所は⾮常に狭いので⼗分気を付けてください。

2. 乗員含め、東⻘⼭駅・四季の⾥駐⾞場へ
東⻘⼭駅から会場までは電⾞での移動となります。（１時間に１本⽬安）



2022 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 

ミドル・ディスタンス競技部門 東海・関西・北信越・中九四地区代表選考会 

スタートリスト 

  

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

11:00 101 旭 拓海 名古屋大学2 515797

11:01 102 池ヶ谷 雄太 静岡大学3 251480

11:02 103 柴田 日向 名古屋大学1 520690

11:03 104 松本 皐佑 名古屋大学4 510239

11:04 105 竹内 恒太 名古屋大学1 520694

11:05 106 芳賀 覚志 名古屋工業大学1 519991

11:06 107 高辻 乃輔 名古屋大学2 513109

11:07 108 井土 宙 静岡大学4 505256

11:08 109 仲野 太陽 名古屋大学1 519992

11:09 110 服部 柾宏 名古屋工業大学4 251273

11:10 111 清水 侃太 名古屋大学2 255100

11:11 112 松井 俊樹 静岡大学4 251465

11:12 113 吉川 辰也 名古屋大学4 251169

11:13 114 浅井 蓮 静岡大学3 259760

11:14 115 高木 慎之介 名古屋大学2 513110

11:15 116 対馬 立也 静岡大学2 519058

11:16 117 椿原 暖人 名古屋大学4 251166

11:17 118 市川 礼人 名古屋大学2 515777

11:18 119 鈴木 悠馬 静岡大学2 505255

11:19 120 太田 昂希 名古屋大学1 520686

11:20 121 御子 裕治 名古屋大学2 512768

11:21 122 内藤 駿 名古屋工業大学4 251272

11:22 123 田中 郁也 名古屋大学4 251268

11:23 124 倉本 輝 静岡大学4 550257

11:24 125 小野 旭陽 名古屋大学2 524343

11:25 126 杉本 成央 名古屋大学1 520685

11:26 127 疋田 雅裕 静岡大学4 レンタル

11:27 128 石川 翔大 名古屋大学2 513823

11:28 129 横井 晃太 名古屋大学2 515787

11:29 130 横田 力也 名古屋大学1 520688

11:30 131 勝野 智喜 名古屋大学2 514078

11:31 132 郷 颯真 名古屋大学1 524001

11:32 133 林 慶宏 名古屋工業大学1 520693

11:33 134 板谷 拓紀 名古屋大学2 515779

11:34 135 田沼 凛 静岡大学1 レンタル

11:35 136 杉浦 英輝 名古屋大学1 レンタル

11:36 137 大塚 康平 名古屋大学2 514079

11:37 138 川出 晃大 静岡大学1 レンタル

11:38 139 伊藤 凜太朗 名古屋大学2 レンタル

11:39 140 鈴木 寛人 名古屋大学1 520680

11:40 141 小林 直登 名古屋大学4 510392

東海MS [レーン1] (1/2) 

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

11:00 301 橋本 遼佑 神戸市立工業高等専門学校3 519404

11:01 302 山本 裕 京都大学2 レンタル

11:02 303 上田 皓一朗 立命館大学4 510659

11:03 304 毛利 智紀 京都大学2 519339

11:04 305 野村 尚志 立命館大学2 519348

11:05 306 中村 昂陽 京都大学3 519351

11:06 307 杉村 天 神戸大学4 510443

11:07 308 吉仲 瑞貴 京都大学4 519345

11:08 309 菅 悠柾 大阪大学3 513277

11:09 310 武田 翔 立命館大学2 レンタル

11:10 311 岩崎 壮馬 大阪大学1 523986

11:11 312 濱口 祐至 京都大学2 519355

11:12 313 飯田 敬博 神戸大学1 レンタル

11:13 314 竹山 悠斗 京都大学1 レンタル

11:14 315 波多野 直人 大阪大学2 519409

11:15 316 原 万尋 京都大学4 レンタル

11:16 317 丸田 祐大 大阪大学2 519413

11:17 318 加用 直也 京都大学2 レンタル

11:18 319 門 瑞起 大阪大学2 519408

11:19 320 八田 祥和 立命館大学2 レンタル

11:20 321 金井 勇輝 大阪大学1 523990

11:21 322 阪口 貴司 立命館大学2 レンタル

11:22 323 植田 博貴 京都大学2 519354

11:23 324 吉岡 奨悟 大阪大学2 519403

11:24 325 荒川 諒一郎 神戸大学1 レンタル

11:25 326 山本 敬太 大阪大学2 519416

11:26 327 森田 歩暉 京都大学1 レンタル

11:27 328 道坂 怜生 大阪大学4 レンタル

11:28 329 飯田 健太 神戸大学3 513288

11:29 330 谷口 直弥 京都大学2 レンタル

11:30 331 塩谷 光希 神戸大学3 523149

11:31 332 井上 匠梧 京都大学4 510643

11:32 333 谷口 瞬生 大阪大学4 510491

11:33 334 谷川 晴宣 神戸大学2 レンタル

11:34 335 イルマズ 恵明 京都大学4 519342

11:35 336 久野 航 神戸大学1 523123

11:36 337 江口 俊太朗 京都大学1 レンタル

11:37 338 池田 馨 神戸大学3 513289

11:38 339 角田 和貴 京都大学2 レンタル

11:39 340 横江 明弘 神戸大学1 523121

11:40 341 佐合 慶哉 京都大学1 レンタル

関西MS [レーン2] (1/2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

11:41 142 三田村 和樹 名古屋大学2 515773

11:42 143 河野 駿介 静岡大学4 519057

11:43 144 神野 湧樹 名古屋大学2 512765

11:44 145 浦野 友直 名古屋大学1 509558

11:45 146 春田 智哉 名古屋工業大学1 523993

11:46 147 小川 誠人 静岡大学4 220400

11:47 148 吉丸 穣 名古屋大学2 515795

11:48 149 井上 太陽 静岡大学2 259777

11:49 150 舘 直輝 名古屋大学2 515774

11:50 151 荒川 恭誠 名古屋大学2 524344

11:51 152 島田 智也 名古屋大学2 513108

11:52 153 山本 和毅 名古屋大学2 515793

11:53 154 飯島 浩平 静岡大学2 レンタル

11:54 155 山﨑 秀人 名古屋大学2 515791

11:55 156 磯貝 孝介 名古屋大学1 レンタル

11:56 157 鈴木 応輔 名古屋大学2 515786

11:57 158 櫻井 千尋 名古屋大学4 510244

11:58 159 森 隆志 名古屋工業大学4 251274

11:59 160 新家 康佑 名古屋大学4 レンタル

12:00 161 鈴木 海斗 名古屋大学大学院4 510247

東海MS [レーン1] (2/2)

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

12:02 501 小島 宗慈 新潟大学1 514056

12:03 502 大木 翔太郎 金沢大学2 519367

12:04 503 澤野 祐希 新潟大学2 519039

12:05 504 太矢 敦士 信州大学3 レンタル

12:06 505 若林 海人 新潟大学4 519032

12:07 506 半沢 航大 新潟大学2 519041

12:08 507 藤原 皓 金沢大学3 519366

12:09 508 関 優斗 新潟大学3 519038

12:10 509 高木 大誠 金沢大学4 519365

12:11 510 酒川 卓登 新潟大学2 519040

12:12 511 森田 龍雲 新潟大学1 514058

12:13 512 木村 陸人 金沢大学4 519368

12:14 513 神谷 篤大 新潟大学3 519037

12:15 514 山内 一真 金沢大学3 519364

12:16 515 八巻 伶門 新潟大学2 519043

12:17 516 平塚 空 新潟大学1 514059

12:18 517 加藤 聡一郎 金沢大学2 519362

12:19 518 丹沢 台 新潟大学1 514057

12:20 519 鈴木 海斗 金沢大学3 519363

12:21 520 植西 柳太 新潟大学4 519031

12:22 521 福田 雅弥 新潟大学2 519042

北信越 MS [レーン1] 

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

11:41 342 中谷 駿介 神戸大学4 510442

11:42 343 中谷 太陽 立命館大学2 519350

11:43 344 高尾 笙甫 京都大学2 レンタル

11:44 345 満田 壮晴 大阪大学3 513280

11:45 346 清住 尚平 京都大学1 レンタル

11:46 347 細川 恒平 神戸大学1 523127

11:47 348 四宮 裕一朗 京都大学3 519335

11:48 349 栗林 圭樹 立命館大学2 レンタル

11:49 350 青木 柚樹 大阪大学4 510448

11:50 351 長井 翔太郎 京都大学4 510641

11:51 352 鯰江 岳 神戸大学3 レンタル

11:52 353 野田 晃司 京都大学1 レンタル

11:53 354 大道 海斗 立命館大学1 レンタル

11:54 355 杉中 海斗 京都大学1 レンタル

11:55 356 笠原 元和 神戸大学1 523148

11:56 357 塚田 一希 京都大学4 レンタル

11:57 358 永原 壮規 神戸大学1 レンタル

11:58 359 宇野 佑亮 京都大学1 レンタル

11:59 360 徳重 遼大 立命館大学2 レンタル

12:00 361 吉岡 春樹 京都大学2 519337

12:01 362 織田 暁斗 神戸大学2 519414

12:02 363 玉木 林哉 京都大学2 レンタル

12:03 364 中村 和弘 神戸大学2 519406

12:04 365 石原 潮人 京都大学2 519340

12:05 366 早川 貴裕 神戸大学1 レンタル

12:06 367 向井 悠真 京都大学4 510485

12:07 368 浴本 悠貴 神戸大学4 510599

12:08 369 竹田 涼馬 京都大学2 519336

12:09 370 高橋 祐太 大阪大学2 レンタル

12:10 371 平岡 丈 京都大学4 510640

12:11 372 早川 正真 立命館大学1 レンタル

12:12 373 屋敷 龍吾 京都大学1 レンタル

12:13 374 草野 伊武紀 大阪大学2 レンタル

12:14 375 徳力 雅哉 立命館大学3 519346

12:15 376 吉川 浩太 大阪大学1 523989

12:16 377 高橋 幹人 立命館大学2 レンタル

12:17 378 田中 優 京都大学2 519341

12:18 379 石塚 陽広 大阪大学1 523988

12:19 380 二俣 真 京都大学4 510495

関西MS [レーン2] (2/2)

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

12:21 701 一戸 厚志 広島大学2 レンタル

12:22 702 井口 大雅 広島大学4 レンタル

12:23 703 井上 颯 広島大学2 レンタル

12:24 704 牧島 滉平 広島大学4 レンタル

12:25 705 佐藤 健人 広島大学1 518374

12:26 706 和村 琉心 広島大学1 511175

12:27 707 加藤 優拓 広島大学1 518372

中九四 MS [レーン2]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

11:00 201 本田 紬 椙山女学園大学1 523112

11:01 202 中野 友貴 名古屋大学1 520682

11:02 203 杉浦 野乃子 椙山女学園大学4 510349

11:03 204 今井 里奈 椙山女学園大学4 510350

11:04 205 山本 ひより 名古屋大学2 515789

11:05 206 澤村 春奈 椙山女学園大学1 523110

11:06 207 秋澤 実乃里 椙山女学園大学2 257843

11:07 208 近藤 花保 名古屋大学4 510352

11:08 209 牧 花音 椙山女学園大学2 513253

11:09 210 野崎 琴乃 椙山女学園大学2 513254

11:10 211 原野 萌々 名古屋大学2 513112

11:11 212 小野 希美 椙山女学園大学2 513251

東海 WS [レーン3] 

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

12:01 601 柴﨑 愛有 新潟大学3 519034

12:06 602 大石 遥 新潟大学3 519033

12:11 603 羽鳥 汐音 新潟大学3 519035

北信越 WS [レーン3] 

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

11:00 401 寺本 遊林 京都女子大学3 523104

11:01 402 松本 萌恵 神戸大学4 510331

11:02 403 間正 百香 立命館大学2 519349

11:03 404 林 咲友 神戸大学4 510441

11:04 405 小早川 瑛子 奈良女子大学3 513293

11:05 406 角本 柚香 京都大学2 519353

11:06 407 藤本 光 奈良女子大学3 519402

11:07 408 駒崎 成美 神戸大学4 510496

11:08 409 落合 英那 京都大学1 518834

11:09 410 箕浦 夕紀 立命館大学3 519347

11:10 411 森本 雛子 京都女子大学4 505104

11:11 412 市來 佐和子 大阪大学1 523987

11:12 413 小山 真鈴 奈良女子大学1 523984

11:13 414 沼田 奈津 京都大学1 レンタル

11:14 415 中村 優那 京都女子大学4 523107

11:15 416 重岡 慧実 京都大学4 510486

11:16 417 藤澤 ゆい 神戸大学2 519410

11:17 418 村井 涼香 京都女子大学2 505003

11:18 419 川瀬 智尋 奈良女子大学1 レンタル

11:19 420 日高 綾音 京都大学2 519344

11:20 421 溝渕 賀子 神戸大学4 510561

11:21 422 林 里美 大阪大学3 513281

11:22 423 小久保 茉優 立命館大学4 レンタル

11:23 424 高野 澄佳 大阪大学3 513275

11:24 425 高谷 美帆 京都女子大学3 504998

11:25 426 羽岡 美紀 京都大学2 519419

11:26 427 青山 祥子 大阪大学2 レンタル

関西 WS [レーン4] 

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

12:21 801 佐藤 桃香 広島大学1 レンタル

12:22 802 坂本 温香 広島大学1 518373

12:23 803 高見 綾花 広島大学2 レンタル

12:24 804 福嶋 萌 広島大学2 レンタル

中九四 WS [レーン4] 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

12:55 901 丸山 幸太 越王会 514062

12:56 902 棚橋 一樹 三河OLC 515775

12:57 903 出原 優一 京都OLC 258951

12:58 904 藤井 一樹 三河OLC 507384

12:59 905 川口 真司 OLCルーパー レンタル

13:00 906 藤井 悠輝 無所属 239041

13:01 907 菅谷 裕志 OLCルーパー 238842

13:02 908 神谷 孫斗 三河OLC 240230

13:03 909 矢田 祐喜 - レンタル

13:04 910 滝沢 壮太 越王会 514061

13:05 911 南 吏玖 OLCルーパー 515796

13:06 912 中野 海斗 神戸大学4 レンタル

13:07 913 和田 佳丈 静岡OLC レンタル

13:08 914 石川 創也 - レンタル

13:09 915 森田 邦夫 静岡OLC レンタル

13:10 916 内藤 愉孝 三河OLC/浜松OLC 401958

13:11 917 池田 直人 越王会 レンタル

13:12 918 pereira daniel - レンタル

13:13 919 前田 裕太 椙山コーチ/三河OLC レンタル

併設 MO1 [レーン1]

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

12:55 1001 長瀬 朋子 つるまいOLC 507590

12:56 1002 明田 彩里 三河OLC 244528

12:57 1003 須本 みずほ OLCルーパー 245058

12:58 1004 中神 智香 静陵会 レンタル

12:59 1005 伊部 琴美 OLCルーパー 520677

併設 WO1 [レーン3]

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

12:55 1101 小城 昌弘 大阪OLC レンタル

12:56 1102 山本 明史 京都OLC レンタル

12:57 1103 深川 陽平 朱雀OK レンタル

12:58 1104 橋本 正毅 青葉会 レンタル

12:59 1105 前川 一彦 大阪OLC 507551

13:00 1106 大東 祐汰 晴れの国岡山OLC 512138

13:01 1107 宮嶋 哲矢 京葉OLクラブ 514069

13:02 1108 冨安 蓮 CLほわほわ 250419

13:03 1109 谷垣 宣孝 OLP兵庫 258956

13:04 1110 松下 睦生 京都OLC 114665

13:05 1111 永瀬 真一 KOLA 524345

13:06 1112 片山 雅之 OLP兵庫 レンタル

13:07 1113 玉木 圭介 大阪OLC レンタル

13:08 1114 福田 雅秀 川越OLC 255888

13:09 1115 瀬谷 全那 大阪OLC レンタル

13:10 1116 太田 知也 朱雀OK 506233

13:11 1117 高野 陽平 KOLA 507592

13:12 1118 中田 哲也 CCC 513122

13:13 1119 大林 俊彦 大阪OLC 265324

13:14 1120 中野 喬博 GROK レンタル

13:15 1121 古池 将樹 TORCH/朱雀OK 519420

13:16 1122 田中 創 大阪OLC/OLCレオ/練馬OLC レンタル

併設 MO2 [レーン2]

スタート時刻 スタートNo. 氏名 所属 Eカード番号

12:55 1201 重吉 未来子 大阪OLC レンタル

12:56 1202 前田 春正 KOLA 524349

12:57 1203 中原 信一 大阪OLC レンタル

併設 WO2 [レーン4]


	大会概要
	日程
	会場
	スタートリスト
	必要物
	スケジュール（抜粋版）

	競技情報
	競技形式等
	地図情報
	計時方法
	クラス
	テレインについて
	サンプル地図
	ゼッケン
	コースプロフィール
	その他

	立入禁止区域
	イベントスケジュール
	所要時間
	来場方法等に関する備考

	会場
	受付・待機所
	駐車場
	会場レイアウト
	レンタル・販売等
	感染対策
	乗降所　（来場時のみ）
	会場等に関する備考

	その他備考
	お問い合わせ

