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青木 洸則（あおき ひろのり） 

①北海道大３・ＭＥ ②東大大会ＰＥＮＡ、ファミテック杯Ｐ

ＥＮＡ ③ポスト番号（デフ） ④記録に残したい ⑤ＰＥＮＡ

はお友達！ 

 

高橋 美誉（たかはし みえ） 

①岩手大４・ＷＥ ②インカレロング２０１２：６位、インカ

レミドル２０１２：２位 ③お茶の水大学 稲毛日菜子さん→

いろいろぱねー 立教大学 宮川早穂ちゃん→ＪＷＯＣのミ

ドルすごいーて思った ④去年はスタ１やらかしたので、冷静

に自分のレースがしたいです。 ⑤ウコン飲めば最強 

 

小野 萌（おの めぐみ） 

①岩手大３・ＷＥ ②インカレロング（２０１２）ＷＵＥ１３

位、北東インカレ（２０１３）ＷＥ３位 ③同じエリートを走

る皆さん、特に岩手女子勢は良きライバルです! ④１０位以

内に入る!! ⑤今年の夏はずっと岩手の濃すぎるヤブと闘っ

てきたので、完全なＡヤブを走れるのが楽しみです♪ 

 

中神 志穂（なかがみ しほ） 

①岩手大１・ＷＥ②さくらんぼ大会８位、北東インカレ９位 

③藤井 奏子（岩手県立大学） ④走りきる！ ⑤楽しく、そ

して多くの学びある大会にできればいいなと思います。 

 

藤橋 涼（ふじはし りょう） 

①東北大２・ＭＥ ②北東インカレ９位 ③山形大学の渡辺幸

選手 ④北東学連に来年の選手権クラスの枠を持って帰りた

いです。 ⑤憧れである選手権クラスで走れることを嬉しく思

っています。立場としてはチャレンジャーなので気負わず、

思い切ったオリエンをしたいです。 

 

宮西 優太郎（みやにし ゆうたろう） 

①東北大２・ＭＥ②２０１２年度インカレロングおよびミド

ル選手権クラス５位 ③東北大学 杉村俊輔 ④目標は優勝で

す。 ⑤最後は笑顔でゴールしたいです。 

 

半沢 守（はんざわ まもる） 

①東北大１・ＭＵＦ ②北東インカレＭＥ→２０位、早大大会

６－１→２７位 ③全員 ④優勝 ⑤走るの大好きです。 

 

菅野 美里(かんの みさと) 

①福島大３・ＷＥ ③ライバルではないのですが、岩手大学の

高橋美誉さんと東北大学の中村聖美さんが憧れです。 ④１ポ

でツボらない。 ⑤情けない走りにならないよう頑張ります。 

 

 

 
村瀬 貴紀（むらせ たかき） 

①筑波大２・ＭＵＬ ②関東学連新人戦２位、インカレミドル

Ａエリート ③私が勝手に思っているだけですが戸上直哉（東

京工業大学） ④一般クラスの出場ですが上位を目指して突き

進みます。 ⑤魯迅の言葉に「地上にはもともと道はない。」

というフレーズがありますが、なぜがオリエンをしていると

きによく思い出します。道はなくとも自分の通ったところに

自信を持って走りたいです。 

 

石野 夏幹（いしの なつき） 

①東京大４・ＭＥ②２０１２年度ＩＣＬ ＭＵＥ２５位、２０

１２年度ＩＣＭ ＭＥＡ１６位、2012年度ＩＣＲ ＭＵＲ一走

1 位 ２０１３年度さくらんぼ大会ＭＥ4 位） ③名古屋大学 

堀江選手 一橋大学 細淵選手 東大の同輩、後輩達 ④今回

のロングでは、二年の頃から卒業までの目標に据えてきた、

エリートクラスでの入賞を達成したいです。最近のレース結

果を見ても、簡単な目標ではないでしょうが、諦めずに自分

の実力を出しきれるようなレースをしたいと考えています。 

あと、ＯＬＫ内のライバル以外では、２０１１年度のＪＷＯ

Ｃ選考会で一緒に落選した頃からライバル視している、名古

屋大学の堀江選手には勝ちたいと思っています。彼には先に

入賞を達成されているので。 ⑤今年のインカレロングでも、

ＯＬＫの活躍をご覧あれ！ 

 

宮川 早穂（みやかわ さほ） 

①立教大２・ＷＥ ②２０１２年度関東インカレ優勝、２０１

２年度インカレロング準優勝、２０１３年ＷＯＣ代表 ③稲毛

日菜子さん（お茶の水女子大学）、高橋美誉さん（岩手大学） 

④いつも目指すのは表彰台の１番上だけです。 ⑤今年、つい

に私にも後輩ができました。走りで、インカレがどんなに素
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敵な舞台か伝えたいです。 

 

戸上 直哉（とがみ なおや） 

①東京工業大２・ＭＥ②ＩＣ２０１２ミドル競技部門ＭＥＡ

３０位、第３９回全日本オリエンテーリング大会Ｍ２０Ａ優

勝 ③田中基士(横浜市立)、福井悠太(東京) ④エリートなの

は夜だけじゃないということを知らしめる！ ⑤インカレロ

ングの日の夜に有志で飲みませんか 

 

東 将央（あづま まさお） 

①横浜国立大２・ＭＥ②２０１２インカレミドルＭＵＦ１５

位、２０１３関東学連ロングセレＭＥ２５位 たいした成績

はとっていないですね。 ③田中基士（横浜市立大学）、戸上

直哉（東京工業大学）、村瀬貴紀（筑波大学）、大久保宗典（東

京大学）、新粥文哉（千葉大学）、石川智之（大阪大学） 同

じ関東学連の渉外の人たちには負けたくないですね。その中

でも僕と同じような速さか、僕よりも速い人をライバルに挙

げさせてもらいました。 石川君は学連が違うのですが、後

夜祭の時に知り合い、そこからライバルとして意識していま

す。 ④目標は３０位以内とラスポ～ゴールで１位をとること

です。 僕のロングセレの結果は 25位とぎりぎりのところで

通過しています。今年は関東学連の枠が多かったからセレを

通過することができたのだと思います。そう考えると去年の

関東学連の先輩方に感謝です。今年は僕も３０位以内をとっ

て来年以降の枠を一つでも増やし、セレ通過者の人数を増や

したいです。ラスポ～ゴール１位をとりたい理由はただ単に

格好良いという理由からです。 ⑤関東学連ハッピー部長こと

東です。 僕は去年のインカレロングを見てからオリエンテ

ーリングに対して本格的に取り組み始めました。だから、こ

のインカレロングにはかなりの思い入れがあります。 去年

の１２月２日に「この舞台で走ってみたいな」という漠然と

した思いが幸運にも叶いました。この最高の舞台でいま自分

ができる最高の走りをしたいです。そして、去年の僕のよう

にこのロングを見て何かを感じてくれる後輩がでてくれば嬉

しいなと思っています。ひとことが長くなりましたが以上で

す。 

 

田中 基士（たなか もとし） 

①横浜市立大２・ＭＥ②インカレ２０１２ＭＦ２位、インカ

レ２０１２ＭＥリレー６位 ③横浜国立大学 1 年 橘 孝祐、 

関東学院大学 1 年 立川大輝 ④ゴール後に動けなくなるよう

な、自分の力を出し切るレースをしたいと思います。 ⑤もっ

と、オリエンテーリングに集中出来る環境を自分で作ってい

きたいと思います。 

 

 

 
佐藤 颯汰（さとう そうた） 

①新潟大３・ＭＵＬ ②2013 年度インカレミドル MEB26 位、

東北大学大会 M21A 13 位 ③松岡遼（KOLO）、折原行希（東北

大）、金沢大学の 3 年生一同 ④一般クラスで入賞して名をあ

げたい。 ⑤静岡の森を、トリムからあふれる炎で焼き尽くす。 

 

清水 浩太（しみず こうた） 

①新潟大１・ＭＵＦ ②特になし ③菅野柊斗、田辺京平、吉

野拓海（ともに新潟大学） ④入賞。 ⑤ゴールに戻ってこな

かったら、捜索してください。 

 

池嶋 美佳（いけじま みか） 

①金沢大４・ＷＥ ②２０１０年度：インカレロングＷＦ ８

位 ２０１１年度：ロングＷＵＬ１位、ミドルＷＥＲ１位、

そして数々のペナ・ミス率５０％越え(汗) ２０１２年度は

逃亡 ③自分・横山・帖地(ともに金沢大学) ライバルという

より戦友。 ④後輩のために死ぬ気で枠を取ること。そうじゃ

ないと帰ってきた意味がないです。 ⑤オリエンが好きという

より、オリエンをやっている人が好きで、街から山へ戻って

きました。(あ、専門が生物の植物なので興味深い植物が生え

ていたらお声かけください。) 

 

横山 理恵（よこやま りえ） 

①金沢大４・ＷＥ ②奈良ロング２０１０ ＷＵＦ５位、岐阜

インカレ２０１０ ＷＵＦ４位、長野ロング２０１１ ＷＵＥ

１２位、滋賀インカレ２０１１ＷＥＲ優勝、日光インカレ２

０１２ＷＥＲ３位 ③もちろん、金大女子同期のみかちゃん

（池嶋美佳）とあいちゃん（帖地藍）です。３人全員が選手

権ではありませんが、４年間常にライバルです。 ④目標を具

体的な数字にして公言すると、変に重圧を感じ本番上手くい

きませんので非公開です！知っている人は知っているかもし

れないので、その人に聞いて下さい。最低限、来年度の枠は

取ります！ ⑤努力はきっと報われると信じて、最後のインカ

レロング、楽しく回ってきたいです。頑張ります！！！！！ 

皆さんどうか応援よろしくお願いします！ 

 

松澤 卓也（まつざわ たくや） 

①金沢大３・ＭＵＬ ②東大大会北信越Ｍｓ３位、東海インカ

レ PENA ③クラスは違いますが、安中勇大（京都大学）    

④富士の森をを全力で駆け抜けます！ ⑤ペナソニックは会

員を随時募集中です。 

 

帖地 藍（ちょうち あい） 

①金沢大４・ＷＵＬ ②インカレロング２０１０ ＷＵＦ優勝、

インカレミドル２０１０ ＷＵＦ５位、インカレミドル２０

１２ ＷＵＥ７位   ③金沢大学：横山理恵さん 足にヒビ

がいっても、腕を剥離骨折してもめげない姿勢を見習いたい

から。 ④今期は怪我ばかりしてしまい、満足なレースができ

ませんでしたが・・・ 金大の４年生として、後輩に恥じな

い順位で帰還したいと思います。 ⑤やられたらやり返す。倍

返しだ！！ 

 

大竹 達也（おおたけ たつや） 

①金沢大１・ＭＵＦ ②京大京女大会Ｍ２０Ａ：７位 ③芳賀

太史（東工大ＯＬＴ 一年） ④ＭＵＦクラス入賞。金沢大学

男子はインカレロングでなかなか入賞できていないらしいの

で、頑張ります。 ⑤オリエンテーリング一年目ですが、経験

者に勝ちたいです。山の中を走るワクワク感を感じながら走

りたいと思います。 

 

 

 
細川 知希（ほそかわ ともき） 

①名古屋大４・ＭＥ ②２０１２日光所野ミドルＭＥ８位、 

２０１３東海インカレ優勝 ③真保陽一選手(東京大学４)、松

下睦生選手(京都大学３) ④松下に圧勝、真保に辛勝。 ⑤院

試も終わり、いまの脳内はオリエンテーリングとポケモンで

埋め尽くされてます。 

 

嶋岡 雅浩（しまおか まさひろ） 

①名古屋大３・ＭＥ②東海インカレ２０１３ ＭＥ２位 ③杉

村（東北３）、松下（京都３）、牧（名古屋３）、あと細川さん

（名古屋４） ④入賞して会場内に爽やかな一陣の風を吹かせ

ます。 ⑤他人を感動させられるような走りをします。 

 

大村 幸一郎（おおむら こういちろう） 

①名古屋大２・ＭＥ ②２０１２年度インカレミドルＭＵＦ２

優勝、２０１３年度東大ＯＬＫ大会Ｍ２０Ａ ３位、２０１３

年度東海インカレ(インカレロングセレクション)９位 ③東

北大学３年 杉村俊輔 他大にはまだあんまりライバルと言

えるような人は見つけられていませんが、高校のよしみで勝

東海学連 

北信越学連 
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手にライバルにしてます。たぶん眼中にないと思いますが頑

張ります。 ④某東海学連幹事長は僕をいぶきの記事のネタ枠

として採用なさったそうなのが、僕はけっしてネタだけの男

ではないということを今大会で証明し、ネタとして使ったこ

とを後悔させると同時に、文字通りギャフンと言わせたいと

思います。枠を狙います。 ⑤僕を「おむぱ」とか言う人がい

ますが、「おむ」は良いにしても「ぱ」については僕自身は何

の身に覚えもありません。理解に苦しみます。今度ぜひ教え

てほしいですね。 

初めてのエリートですが、応援よろしくお願いします。 

 

川島 実紗（かわしま みさ） 

①名古屋大１・ＷＵＦ ②東海インカレＷＦクラス優勝 ④本

気で挑戦して、全国の壁にぶちのめされたいです。 ⑤がんば

るので応援よろしくお願いします。 

 

加地 沙綾子（かじ さやこ） 

①椙山女学園大４・ＷＥ ②２０１３年度東海インカレ１位  

③同じ舞台に立つ椙山女学園大学の後輩（星・守屋）と、静

岡という土地 ④東海学連のためにできることはして、私らし

く華麗且つおしとやかに帰還する。 ⑤最初で最後のロングエ

リート、緊張で軽い胃潰瘍になりそうです。 

 

星 美沙（ほし みさ） 

①椙山女学園大３・ＷＥ ②２０１３東海インカレ３位 ③同

期のみなさん ④間違えないようにする ⑤初のロングエリー

ト、楽しみですがんばります。 

 

守屋 舞香（もりや まいか） 

①椙山女学園大２・ＷＥ ②インカレロング２０１２ ＷＦ１

位 ③同じクラスを走るみなさん ④目標は入賞です！自分が

どこまでいけるか分かりませんが力の限り走ります。頑張っ

て走ります。走ります。 ⑤オリエンテーリングを楽しめたら

いいなあ。 
 

 

 
五百倉 大輔（いおくら だいすけ） 

①京都大２・ＭＥ②２０１２年度インカレミドルＭＥＡ２７

位、２０１３年度関西インカレＭＥ６位 ③深田恒選手（東京

大学２年）、全国の同期のＭＥ出場者 ④確実に枠を取り、２

０位以内に入ることを目標としている。全国の同期に負けな

い走りをしたい。  ⑤運営者の皆さん、他の参加者の皆さん、

よろしくお願い致します。悔いのない走りをします。 

 

小菅 一輝（こすげ かずき） 

①京都大３・ＭＥ ②２０１３年度関西学連ロングセレ兼関西

インカレ 第２位、駒ヶ根高原大会２０１３ 公認ミドル M２

１Ａ－２ 第９位 ③(回答になってないかも？ごめんなさい

(´・ω・`)) 1人だけなのですね。…ライバルというか、特

に憧れの先輩です…！ 昨年度リレーで京大 ME の寺田さん。

朱雀 OK の偉大な先輩です！ ④１０位台目指します！！ ⑤

前のインカレは、対応できないまま終わり自身最も酷いレー

スでした。どん底を知っています。失うものはありません。

頂いた、特別な機会に感謝しつつ、ただ、攻め行くのみです。 

 

小倉 暢（こくら とおる） 

①京都大４・ＭＥ ②２０１３年度関西学連ロングセレ３位、

２０１２年度関西学連ミドルセレ９位 ③京都大学４回生の

鈴木蒼選手(※彼にはインカレで勝てた試しがありません) 

④今回こそは枠を取りたい! ⑤４回生にして何とかロングエ

リートに返り咲くことができ、とても嬉しいです。前回出場

時は反省点だらけのレースをしてしまったので、今回は納得

のいく走りができるよう頑張ります。 

 

松下 睦生（まつした むつき） 

①京都大３・ＭＥ ②２０１２年度インカレロング１３位、２

０１２年度インカレミドル９位、関西インカレ優勝 ③細川さ

ん（名古屋大学・４）、杉村（東北大学・３） ④入賞！！    

⑤もう悔しい思いはしたくない。全力で頑張ります。 

 

西澤 奈美（にしざわ なみ） 

①京都大２・ＷＵＬ ②第１７回京大京女大会Ｗ２０Ａ優勝、

2012 年度インカレロング ＷＵＦ５位、第３５回東大ＯＬＫ

大会Ｗ２０Ａ優勝 ③京大、京女の先輩方 ④２回生になって

からほぼオリエンができていないうえに、９月も授業で長期

間海外に滞在しており、自信は全くありませんが、自分らし

いオリエンができればと思います。 ⑤自分らしいオリエンが

できるよう頑張ります！！ 

 

浅井 迅馬（あさい はやま） 

①京都大１・ＭＵＦ ②特になし ③京大ＯＬＣ３５期全員  

④MUF優勝 ⑤堅実な走りをしたい。難しいコースだったらう

れしい。 

 

 

これから開催予定の日本学連後援・共催大会 
●「いぶき」発行日（２０１３年１０月６日（日））以降に開催される大会について、開催予定日の早い順に、２０１３年１

０月５日現在の情報で掲載しています。 

●詳しくは各大会の公式サイトや大会要項・プログラムなどをご確認ください。 

●事前申し込みがすでに終了している大会があります。あらかじめご了承ください。なお、当日申し込みができる大会もあり

ます。 

●参照：日本学連幹事会議事録、各大会公式サイト・大会要項、Orienteering.com(http://www.orienteering.com/index-j.htm) 

【日本学連後援】 

第７回名大椙大オリエンテーリング大会 
●開催日：１０月５日（土）・６日（日） 

●主催：名古屋大学オリエンテーリング部 

椙山女学園大学オリエンテーリング部 

●競技地区 

１日目：小幡緑地公園本園 ２日目：「水別」・「田原」 

●会場 １日目： 小幡緑地  ２日目： 愛知県野外教育セン

ター 

●競技形式 ポイントオリエンテーリング 

１日目：スプリント競技 ２日目：ロングディスタンス競技 

●公式 HP：http://meisugi-taikai.digi2.jp/7th/index.html 

【日本学連共催】 

千葉大・東工大オリエンテーリング大会 
●開催日：１１月１７日（日） 

●主催：千葉大学オリエンテーリング部 

東京工業大学オリエンテーリング部 

●開催地：栃木県矢板市  

●会場：矢板市立泉小学校 

●公式 HP：http://chibaolc-tokyotecholt.blogspot.jp/ 

関西学連 

http://www.orienteering.com/index-j.htm
http://meisugi-taikai.digi2.jp/7th/index.html
http://chibaolc-tokyotecholt.blogspot.jp/
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前之園 知江（まえのその ともえ） 

①京都女子大３・ＷＥ ②関西インカレ優勝 ③全国の女子テ

ィアの方々です。 ④体力があるわけではないのですが、うま

く自分のオリエンをまとめて枠をとりたいです。 ⑤関西女子

の枠を何とか増やすことができたら、と思います。精一杯が

んばります。 

 

福井 直樹（ふくい なおき） 

①大阪大４・ＭＥ ②２０１２年度インカレロングＭＥ４位  

③ＭＥクラスを走る皆さん ④最後のインカレロングとして

悔いのないレースが出来ればと思います。 ⑤インカレのコー

スを楽しみ尽くせるよう頑張ります。 

 

 

☆回答してくださったみなさま、アンケートへのご協力あり

がとうございました。紙面を借りて、お礼申し上げます。 

 

 

 

【インカレ情報】 
●インカレロング２０１３公式ホームページ 

http://www.orienteering.com/~icl2013/ 

●インカレロング２０１３公式Ｔｗｉｔｔｅｒ 

 http://twilog.org/ICL13_official 

●日本学連ホームページ 

 http://www.orienteering.com/~uofj/ 

 

☆詳しい内容は、公式ホームページにある、要項３（９月３

０日発表）をご覧ください。なお、前日大会・併設大会の情

報も同じホームページに掲載されています。 

 

[日程] 

１０月１２日(土)   前日大会・日本学連総会 

１３日(日)   インカレロング２０１３ 

奇跡の森エクストリームミドル Day1 

(インカレロング併設大会) 

１４日(月・祝) 奇跡の森エクストリームミドル Day2 

(インカレロング併設大会) 

 

選手権の部・地区学連配分枠 

地区学連 男子（人） 女子（人） 

北東 １２ １５ 

関東 ２５ １６ 

北信越 ２ ３ 

東海 ９ ５ 

関西 １２ １ 

インカレロング要項 2（6月 12日発表）より抜粋 

 

インカレロングシード選手（敬称略） 
【男子】（６名） 

 杉村俊輔（東北３）、宮西優太郎（東北２）、真保陽一（東京

４）、尾崎弘和（早稲田３）、細川知希（名古屋４）、松下睦生

（京都３） 

【女子】（５名） 

 高橋美誉（岩手４）、田中千晶（お茶の水女子４）、稲毛日菜

子（お茶の水女子３）、宮川早穂（立教２）、大河内恵美（横

浜市立４） 
※日本学連技術委員会発表（9月 16 日付）より抜粋 

（日本学連ホームページに掲載・

http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=759） 

 

 

 

お知らせ 
インカレミドル・マスコットキャラクター募集 
 インカレミドル＆リレー２０１３実行委員会では、マスコットキャラクターを募集しています。詳しくは、公式ホームペー

ジに掲載されている、「マスコットキャラクター募集要項」(２０１３年９月５日発行)をご覧ください。 

 インカレミドル＆リレー・公式ホームページ： http://www.orienteering.com/~ic2013/ 

 

日本学連のＪＯＡ加盟について 
日本学連は、来年に公益社団法人日本オリエンテーリング協会（以下、ＪＯＡ）へ加盟について議論を進めています。ＪＯ

Ａ加盟時には、個人情報を提供することになるため、各加盟員のみなさまにそれに対する同意をしていただく必要があると考

えています。また、これについては、インカレロングに合わせて開催される、日本学連総会でも話し合われることとなってい

ます。 

加盟員のみなさまは、日本学連広報紙「いぶき」今年度第２号と加盟員のみなさまは、日本学連広報紙「いぶき」今年度第

２号とＪＯＡ個人情報保護理念をご確認していただきますよう、お願いいたします。 

＜関連リンク＞ 

●日本学連広報紙「いぶき」今年度第２号（２０１３年９月２４日発行・日本学連ホームページに記載）： 

  http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=765 

●ＪＯＡ個人情報保護理念（ＪＯＡホームページに掲載）： http://www.orienteering.or.jp/joa/privacy.php 

 

【編集後記】 

いよいよインカレロングが幕を開けます。特集でも述べたとおり、参加者

数が実行委員会の予想を超える増加となり、ここ数年で一番の盛り上がりと

なりそうです。 

本番まであと１週間です。体調管理やけが対策をして、実力を発揮できる

ようにしましょう。 

日本学生オリエンテーリング連盟広報紙 

《いぶき》第２９巻（2013 年度）第３号 

 

編集責任者：高橋 秀明（広報部長・金沢大） 

 

日本学連ホームページ 

http://www.orienteering.com/~uofj/ 

ご意見・ご要望などは、こちらまでお寄せください。 carrycshtearly★gmail.com ★→＠（広報部長アドレス） 

http://www.orienteering.com/~icl2013/
http://twilog.org/ICL13_official
http://www.orienteering.com/~uofj/
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=759
http://www.orienteering.com/~ic2013/
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=765
http://www.orienteering.or.jp/joa/privacy.php
http://www.orienteering.com/~uofj/

