
2021 年 7 月 5 日 

関東学連加盟選手 各位 

関東学生オリエンテーリング連盟 

 

2021 年度関東学連ロングセレ 暫定結果一覧 

 

 技術委員会より発表された通り、2021 年度関東学連地区学連枠は男子 24 枠/女子 15 枠

となった。そのうち 2 枠/1 枠を「日本学生オリエンテーリング選手権ロング・ディスタン

ス競技 関東地区代表選手選考会実施基準」（以下、ロングセレ実施規約）「第 7 条 2 項」に

より定められた推薦枠とし、「2021 年度日本学生オリエンテーリング選手権ロング・ディス

タンス競技 関東地区代表選手選考に関する基準」（以下、ロングセレ特例規約）に基づき追

加された推薦枠 2 枠/3 枠を加えた、合計 4 枠/4 枠の推薦枠を除いた 20 枠/11 枠をレース

により決定したため、以下の通り暫定結果を発表する。 

 

◎ME（20 位まで追加確定） 

1 森清 星也 0:58:26  早稲田大学 

2 伊藤 元春 1:02:28  東京大学 

3 本庄 祐一 1:03:28  東京大学 

4 永山 遼真 1:03:50  筑波大学 

※ 朝間 玲羽 1:04:59  東京大学 

5 金子 隼人 1:06:02  東京大学 

6 宮川 靖弥 1:10:02  東工大 OLT 

7 祖父江 有祐 1:10:04  筑波大学 

8 阿部 遼太郎 1:10:15  横浜市立大学 

9 名雪 青葉 1:10:47  筑波大学 

10 平岩 伊武季 1:11:10  筑波大学 

11 藤原 悠平 1:11:21  東京大学 

12 用松 知樹 1:11:40  慶應義塾大学 

13 根岸 健仁 1:11:59  一橋大学 

14 羽田 拓真 1:14:19  横浜国立大学 

15 立松 空         1:15:31  早稲田大学 

16 宮岡 竜也 1:17:41  早稲田大学 

17 田淵 ヒカル 1:17:50  慶應義塾大学 

18 伊藤 頌太 1:19:18  慶應義塾大学 

19 折橋 旺         1:19:44  東京大学 

20 伊地知 淳 1:20:01  千葉大 OLC 



-------------------------------------------------------------------- 

21 小林 尚暉 1:20:06  東京大学 

22 髙松 暉  1:21:22  筑波大学 

23 若月 俊宏 1:22:04  東工大 OLT 

24 村田 千真 1:23:14  筑波大学 

25 入江 龍成 1:23:54  早稲田大学 

26 藤澤 達也 1:24:46  東京大学 

 

※朝間選手は 2020 年度インカレロング 6 位入賞による個人実績枠での先行通過となる。 

 

〇ME クラスの選考に関して 

 ロングセレ実施規約第 9 条 3 項に基づき、以下の通りにレースにより先行されなかった

選手の繰り上げ優先順位を定める。推薦立候補者が出た場合、立候補者の未出走・不通過の

理由を考慮したうえで繰り上げ優先の対象選手との比較を行い総会の議決により通過者を

決定する。 

 

 1 小林 尚暉 ME 21 位 東京大学 

2 髙松 暉  ME 22 位 筑波大学 

3 若月 俊宏 ME 23 位 東工大 OLT 

4 村田 千真 ME 24 位 筑波大学 

5 入江 龍成 ME 25 位 早稲田大学 

6 藤澤 達也 ME 26 位 東京大学 

 

  



◎WE（11 位まで通過確定） 

1 長瀬 麻里子 1:05:50  お茶の水女子大学 

2 岩崎 佑美 1:13:51  慶應義塾大学 

3 栗山 ももこ 1:18:25  横浜市立大学 

4 上島 じゅ菜 1:23:23  お茶の水女子大学 

5 池ヶ谷 みのり 1:29:51  一橋大学 

6 猪股 紗如 1:30:43  千葉大 OLC 

7 臼井 千尋 1:30:54  東工大 OLT 

8 藤井 明日香 1:31:32  関東学院大学 

9 明神 紀子 1:32:45  聖心女子大学 

10 福田 有紗 1:37:20  国際基督教大学 

11 榎戸 麻衣 1:37:38  日本女子大学 

-------------------------------------------------------------------- 

12 高野 玲奈 1:40:59  横浜市立大学 

13 佐藤 美那子 1:44:47  横浜国立大学 

14 坂巻 朱里 1:46:36  十文字学園女子 

15 砥石 真奈 1:50:48  東京農工大学 

16 佐藤 隆奈 1:50:50  筑波大学 

 

〇WE の選考に関して 

 ロングセレ実施規約第 9 条 3 項に基づき、以下の通りにレースにより先行されなかった

選手の繰り上げ優先順位を定める。推薦立候補者が出た場合、立候補者の未出走・不通過の

理由を考慮したうえで繰り上げ優先の対象選手との比較を行い総会の議決により通過者を

決定する。 

 

1 高野 玲奈 1:40:59  横浜市立大学 

2 佐藤 美那子 1:44:47  横浜国立大学 

3 坂巻 朱里 1:46:36  十文字学園女子 

4 砥石 真奈 1:50:48  東京農工大学 

5 佐藤 隆奈 1:50:50  筑波大学 

 

以上 


