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名前（ふりがな） 

①大学名・学年・出場クラス（出走時刻） 

②主な大会成績 ③ライバル・注目選手 

④日頃（あるいは最近）のトレーニング内容。 

また、本番のテレインの印象やその他、福井県全体

の印象など 

⑤インカレへの意気込み（目標） 

⑥最後にひとこと 

 

 
 今年の北東インカレは日光所野/日光愛宕山で行われまし

た。レースでは、１年生の多くが高難易度のエリートクラス

を走り、意欲の高さを感じられました。 

また、他の大学の練習会や、スプリントのセレなどにも参

加し、実践的なトレーニングを重ねています。例えば、東北

大でインカレロング対策合宿を行ったところ、岩手大などの

学生も積極的に参加しました。名椙大会、７人リレーといっ

た遠征への参加者も多く、インカレロング本番での活躍が期

待されます。 

 

【男子】 

小向 和希（こむかい かずき） 
①岩手大４・ＭＥ（12:18） ②第３６回東大大会（北東Ｍｓ）

５位、北東インカレ 2014（ＭＥ）７位 ③同じ岩手大学の後

輩である藤原大樹選手です。 ④主なトレーニングは高松の池

や岩山というところを走っています。福井のテレインについ

ては、昨年３月の全日本大会で入った時の印象はヤブいでし

た。３月では岩手と同じ藪の濃さだったので１０月ではどう

なっているか気になります。 ⑤北東学連に枠を持って帰りま

す。 ⑥２年ぶり２回目のロングエリートです。そのときは悔

しい結果しか残せなかったので、自分の満足できる走りをし

て結果を残していきたいです。 

 

小林 隆嗣（こばやし たかつぐ） 
①東北大１・ＭＵＦ１（10:19） ②北東インカレ 2014（ＭＥ）   

１１位、さくらんぼ大会（大学対抗Ｍ２０Ｆ）２位 ③慶應義

塾大学 吉澤雄大④アップを意識した走り込みや地図読みを

してます。福井県は初めてです。楽しみです。 ⑤上位入賞し

ます ⑥始めたばかりでまだまだですが、ベストを尽くしたい

と思います。 

 

橋本 正毅（はしもと まさき） 
①東北大２・ＭＥ（11:28） ②インカレロング 2013（ＭＦ-

２）３位、インカレリレー2013（ＭＵＲ）新人特別賞、東大

ＯＬＫ大会（北東Ｍｓ）４位 ③苗字が同じだから東大の橋本

知明 ④普段はキャンパスや自宅周辺の街中や山中を走るこ

とが多いです。特に好きなのは部内で仏舎利と呼ばれている

コースで、登りの勾配がすごくきついですが登り切ったあと

の景色がとても美しいです。また、ランニング後の体幹トレ

ーニングは欠かさず行っています。福井県は行ったことがな

いので当然テレインの印象などはわかりません。県のイメー

ジは原発とカニと東尋坊、こんくらいしかわかんないです。  

⑤まずは来年度の北東学連の枠をとること、です。また、選

手権クラスを走る全国の同期には負けたくないです。 ⑥初め

ての選手権クラスですが、気負いせずいつも通りの状態でス

タートに臨みたいです。また、終盤のしんどい場面ではゴー

ルから聞こえる東北大学＆ＭＧの応援の力を借りて気力を振

り絞り、足を動かしたいです。 

 

滝川 真弘（たきかわ まさひろ） 
①東北大２・ＭＥ（12:24） ②インカレミドル 2013（ＭＵＦ

１）優勝、インカレリレー2013新人特別表彰、北東インカレ

2014（ＭＥ）優勝 ③イケメン ④一年の頃は漠然と走るだけ

でしたが、最近は距離や時間を意識して走っています。福井

のテレインは３：３：４の印象が強いです。⑤メダルを取り

に行きます。 ⑥僕の前に道はない、僕の後ろに道は出来る。

道程だよ。 

 

佐藤 雄太郎（さとう ゆうたろう） 
①東北大３・ＭＥ（12:04） ②インカレミドル 2012（ＭＥ）

７位、インカレロング 2013（ＭＥ）７位相当 ③特にライバ

ルは設けていませんが、全国の一年生達から今年はどのよう

な速い鬼才逸材が出てくるのか楽しみにしています ④オリ

エンテーリングよりは体力のトレーニングが中心になってい

ます 福井は入ったことがありませんので、変な先入観無し

にモデルイベントで確認したいです ⑤入賞したいです(切

実) ⑥今年のラッキーセブンは誰の手に！？ 

 

西本 昌史（にしもと まさし） 
①東北大４・ＭＥ（11:58） ②北東インカレ 2014（ＭＥ）３

タイトル  

日本学連ホームページ：http://www.orienteering.com/~uofj/ 日本学連 Twitter：@tw_uofj 

 

インカレロング特集 －注目選手紹介－ 
１０月１１日（日）、いよいよインカレロングが開催されます。今年も併設大会を合わせると約 1000 人が出場する大規模

な大会となり、選手権の部・一般の部それぞれのクラスで熱いレースが繰り広げられることでしょう。そこで、今回の「い

ぶき」では、昨年同様「インカレロング特集」と題して、各地区を代表する実力者、惜しくもエリートには選ばれなかった

ものの活躍が期待される一般の部出場者、期待の新人など、注目選手の皆さんにアンケートを取り、その回答をまとめてみ

ました。（アンケートは一部修正・敬称略あり、☆印はシード選手） 

 

北東学連 
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位 ③ライバル…東北大学４年・杉村俊輔 注目選手…東北大

学２年・大川拓哉、小松栄輝、滝川真弘、橋本正毅、半沢守      

④ジョグ、インターバル、コアトレーニング、関節モビリゼ

ーション ⑤枠を取る。 ⑥再び選手権の舞台に立てることを

幸せに思います。 

 

【ＰＲ】 

 

【女子】 

吉岡 梨花子（よしおか りかこ） 
①北海道大２・ＷＥ（11:17） ④福井には行ったことがない

ので楽しみです。 ⑤ミスせずペナらず完走したいです。    

⑥頑張ります！ 

 

松田 沙也加（まつだ さやか） 
①岩手大３・ＷＥ（11:41） ②インカレミドル 2013（ＷＥＡ）

６位入賞 ③同期で金沢大学の五味あずさ選手です！ ④手書

きで月毎のトレーニング計画を立てて、気合いを入れていま

す。走るのは基本的に 1 人でですが、やはり部員と一緒に走

る方が張り合いがあって楽しいです。福井のテレインは一度

だけ入ったことがありますが、実はあまり憶えていなくて… 

ちなみに福井県はメガネが有名らしいですね。対抗してコン

タクトで頑張ります。 ⑤ロングでも入賞目指して頑張ります。 

⑥精一杯頑張ります！ 

 

平野 伶奈（ひらの れな） 
①東北大１・ＷＵＦ（10:08） ②北東インカレ 2014（ＷＥ）

１８位 ③長谷川真子（東北大） ④トレーニング；ランニン

グ、地図読み 福井について：福井県？うーん、まあ、とり

あえず、いいところですよね！ ⑤まず完走、あわよくば入賞    

⑥危険な岩場を這い上がり、木々の枝から枝へ飛び、山中の

道なき道を駆け抜け 

 

菊池 健美（きくち たけみ） 
①宮城学院女子大４（オリエン歴は３年目）・ＷＥ（11:39）

②北東インカレ 2014（ＷＥ）２位 ③ライバルはいません。

ＷＥは速い方ばかりで尊敬します。そういう意味では皆注目

選手ですね。 ④特別なトレーニングはしていません。スピー

ドを意識して走ったり、不整地を走ったり。やっぱり、でこ

ぼことかふかふかな地面のほうがテンション上がります！実

は福井県に行ったことがなくて急いでググってみました（す

みません）。テレインはうっかり耕作地に入っちゃいそうです

ね！楽しそうなテレインだと思います。勝山にはどうやら恐

竜博物館があるらしく、とても気になります。恐竜好きです。

行ってみたいです。あと、最近東北大生の影響でラーメン屋

さんに行くので、あわらにある九条ネギラーメンを食べてみ

たいです！醤油ベースに山盛りの九条ネギ.....たまりませ

ん。年中無休なら行くしか.........!!! ⑤去年の今頃は右足

首の骨折でリハビリをしていたので、２年ぶりのロングとな

ります。最後のロングとなるので、悔いのないベストな走り

をします！ ⑥今まで応援してくれた人のために全力で走り

ます！！ 

 

 

 
 「関東学連は、『つよい！はやい！かっこいい！』（日本学

連関係者 談）」という話があるように、日本のオリエンテー

リング界をけん引してきた関東学連。今年はどんな走りを魅

せてくれるのでしょうか。 

 

【男子】 

糸賀 翔大（いとが しょうた） 
①東京大４・ＭＥ（12:52） ② 関東インカレ 2014（ＭＥ）

４位、インカレミドル 2013（ＭＥＡ）９位 ③エリートのみ

なさんはもちろんですが、併設クラスに出場する東大４年林

俊太選手の技術に裏打ちされたオリエンテーリングに注目し

ています。 ④気が向いたときに走っています。テレインは入

ったことないですが、ゴツくてヤブくて、ルートチョイスに

よってすごいタイム差がでそうだな～と思ってます。福井県

は、行ったことないので、日本海側で寒そうくらいの印象し

かないです。 ⑤入賞！ ⑥初めての福井への旅行がいい思い

出になればいいなと思います。 

 

橋本 知明（はしもと ともひろ） 
①東京大２・ＭＥ（12:02） ②インカレミドル 2013（ＭＥＢ）

２位、関東インカレ 2014（ＭＥ）６位 ③五百倉選手（京都

３）半沢選手（東北２）、滝川選手（東北２）、福井選手（東

京３）、宮西選手（東北３） ④最近は合宿シーズンだったの

で主に合宿で実地での練習でした。メニューでは課題を決め、

日頃は練習しにくいことを意識してやっています。福井のテ

レインはやぶくてゴツい印象です。矢板山田と地図の感じが

似ていると思いました。 ⑤苦手なテレインですが、いつまで

もそうは言ってられないのでしっかり克服して臨みたいです。

目標は１０位以内です。 ⑥上位の選手を食えるように頑張り

ます！ 

 

☆深田 恒（ふかだ わたる） 
①東京大３・ＭＥ（12:42） ②インカレロング 2013（ＭＥ）

５位、インカレミドル 2013（ＭＥＡ）６位 ③福井 悠太（東

京大学３年） ④体力をつけるためのトレーニングを心がけて

います。登りやヤブでスピードが上がらない中、細かい尾根

や沢も読まなきゃいけない難しいテレインだと思っています。 

⑤去年の自分の結果を超えたいです。 ⑥たくさんの応援を受

けて走れるのを楽しみにしています。 熱い戦いを繰り広げま

しょう！  

 

☆福井 悠太（ふくい ゆうた） 
①東京大３・ＭＥ（12:26） ②インカレロング 2013（ＭＥ）

６位 ③戸上直哉選手（東京工業大学）、石川智之選手（大阪

大学） ④主に坂のある市街地を走り、登りに強くなるための

トレーニングをしています。福井県のテレインは、自分の苦

手な、見通しのきかない植生が多いという印象です。 ⑤今ま

でで一番準備（トレーニング）してきているインカレなので、

悔いのないように最後まで精一杯走りきりたいです。   ⑥同

じクラブの選手をはじめ、全国の強い選手たちとインカレで

戦えることをとても楽しみにしています！ 

 

小島 拓也（こじま たくや） 
①東京大４・ＭＥ（13:02） ②関東インカレ 2014（ＭＥ）２

位 ③東京大学 林俊太選手 ④リアス式海岸 ⑤がんばりま

す ⑥がんばります！！ 

関東学連 
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☆尾崎 弘和（おさき ひろかず） 
①早稲田大４・ＭＥ（12:34） ②インカレロング 2013（ＭＥ）

優勝 ③早稲田大学の藤村陸選手、澤口弘樹選手(早稲田の誇

るエリートたち) 筑波大学の野本選手(最後にやってくれる

男だと思ってる！) 東北大学の杉村選手(ミドルチャンプ！

福井全日本Ｍ２０Ｅチャンプ！) 京都大学の松下選手(福井

強そう！速い) そのほかにもたくさんいますが割愛しま

す！正直みんながライバルです。 ④たくさん大会に出ていま

す。これから調子を上げていきます。福井は藪が濃くてのぼ

りが多いイメージです。あとご飯がうまいので、海鮮丼食べ

たいです。 ⑤いつもどおり勝つために走ります。そのために

トレーニングしています！ ⑥皆さんといい戦いができるよ

う準備します！ 

 

角田 貴大（つのだ たかひろ） 
①横浜市立大１・ＭＥ（12:12） ②関東インカレ 2014（ＭＥ）

１２位 ③京都大学 平原誉士選手 ④登りが多い長距離を走

るようにしています。あわら迷図は尾根沢がはっきりしてい

てタフなテレインという印象です。 ⑤・１５位以内 ・新人

表彰 ⑥中高時代から憧れていたインカレの舞台に立てるこ

とがとても嬉しいです。この舞台をしっかり楽しんで走りた

いと思います。 

 

【女子】 

☆稲毛 日菜子（いなげ ひなこ） 
①お茶の水女子大４・ＷＥ（12:25） ②インカレロング 2012

（ＷＥ）優勝、インカレロング 2013（ＷＥ）優勝 ③注目選

手：お茶大の後輩達 ④トレーニング：走ったり、踊ったりし

て身体を鍛えています。 福井県の印象：日本酒が美味しい。

おろしそば。 ⑤全力で走る！ ⑥今年は知的に。 

 

☆宮川 早穂（みやかわ さほ） 
①立教大３・ＷＥ（11:53） ②インカレロング 2012 準優勝、

インカレミドル 2013 優勝 ③稲毛日菜子選手（お茶の水女子

大学）あと全国同期！ ④福井県は日本海に面しているので海

鮮が美味しかったです。全日本に参加したときはロング辛か

ったので今年も辛いと思います。 ⑤２年前のインカレロング

は良いことがあって、１年前のインカレロングは悪いことが

起こったので、今年は良いことが起こる年です。良いことを

起こしたいです。 ⑥最近理想とするオリエンテーリングに近

づかず悶々としていますが、福井の地で花開かせるように試

行錯誤していきます。応援よろしくお願いします！ 

 

 
今年のインカレロング開催地である福井県は、北信越学連

のおひざ元です。選手権の部では、経験豊富な男子、精鋭ぞ

ろいの女子がそろいました。一般の部の出場者も実力者が多

くそろっています。また、昨年度発足した、金沢工業大学が

インカレロングに初めて本格的に参加します。本番では、さ

まざまな思いや目標を胸に秘めて、福井の地を駆け抜けます。

選手はもちろん、北信越学連ＯＢ・ＯＧの多い、実行委員会

の運営を含めて、今大会の北信越の活躍に注目です。 

 

【男子】 

高野 兼也（たかの けんや） 
①新潟大学１・ＭＵＦ２（10:17） ②第３７回東北大学オリ

エンテーリング大会（Ｍ２０Ａ）２位 ③自分 ④校内を地図

を読みつつ、徹底したサムリーディングと高い巡行速度を意

識して走る。 ⑤納得のいく走りをし、上位入賞すること   

⑥全力を出して、頑張ります。 

 

菅野柊斗（すがの しゅうと） 
①新潟大２・ＭＵＬ１（10:32） ②インカレミドル 2013（Ｍ

ＵＦ１）２位 ③金沢大学/大竹選手 新潟大学の先輩方   

④１０ｋｍ前後の距離をガーッと走る ⑤ずばり入賞 ⑥どさ

んこ魂見せつけて入賞します！！ 

 

村田 祐貴（むらた ゆうき） 
①新潟大４・ＭＵＬ１（10:21） ②インカレミドル 2013（Ｍ

ＥＡ）４１位、さくらんぼ大会（ＭＥ）総合９位 ③高嶋健伍

(金沢)  佐藤颯汰(新潟) ④ラン：月１８０km 印象：藪、

急斜面     ⑤ＭＵＬクラス優勝 ⑥今年こそ優勝！ 

 

山本 遼平（やまもと りょうへい） 
①新潟大４・ＭＥ（12：44） ②第３６回東大大会（北信越Ｍ

ｓ）１位 ③意識してるとミスることが多いので，あまりして

ません ④長時間走，登坂練習 福井のテレインはヤブくて，

地形が細かく，難しい印象 ⑤楽しかったと言える大会にする．

最低限北信越学連の枠を増やす． ⑥今年は熱中症にならな

い！ 

 

渡邊 壮（わたなべ そう） 
①金沢大１・ＭＵＦ１（9:44） ③注目選手…金大ＯＬＣの皆

様 ④トレーニングはランニング、筋トレが中心 ⑤ベストを

尽くしたい ⑥まだまだ半人前なのでいろいろご指導して頂

北信越学連 

 

【ＰＲ】 

http://www.orienteering.com/~tsukuba/34/


日本学連広報紙「いぶき」2014年度第 3号 

4 

 

けたらうれしいです 

 

松澤 卓也（まつざわ たくや） 
①金沢大４・ＭＥ（13：00） ②第３６回東大大会（北信越Ｍ

ｓ）２位 ③四年の同期 ④全体的に薮いですが、スプリント

テレインも多いのでいいところです ⑤枠を獲れるよう頑張

ります ⑥四年最後のロング、精一杯楽しみます 

 

【女子】 

☆五味 あずさ（ごみ あずさ） 
①金沢大３・ＷＥ（12:17） ②全日本ロング 2014（Ｗ２０Ｅ）・

全日本ミドル 2013（Ｗ２０Ｅ） 優勝、第３６回東大大会（北

信越Ｗｓ）１位 ③横浜市立大学 砂田選手、椙山女学園大学 

守屋選手 ④長い坂を走るのが好きです。福井は地形的にも植

生的にもスピードが出にくいテレインのイメージがあります。

体力必要そうです。 ⑤大好きなコースセッターはじめ運営の

皆さんに感謝の想いを結果で示します！！ ⑥福井は近くて

嬉しいです。 

 

荒井 清美（あらい きよみ） 
①金沢大３・ＷＥ（11:59） ②インカレミドル 2013（ＷＥＢ）

３位 ③全国の同期の女子！ ④今年のロングは金大ＯＬＣの

ＯＢの方々が長期にわたって準備してくれた舞台なので、レ

ースの一瞬一瞬を大切に走りたいです！ ⑤枠を取ること 

ミス率を一桁にすること ⑥今大会唯一の福井出身のエリー

トです。福井の地と合体した、地元パワーをご覧に入れまし

ょう。(他にいらっしゃったらごめんなさい！一緒にがんばり

ましょう！) 

 

 

 
東海学連は夏合宿を富士地区で行いました。各選手インカ

レロングに向けて基礎技術を確認するメニューや、本番を想

定した距離のロングレースをこなしました。 

今年のロングエリートですが男子は昨年度と比較して２、

３年生の割合が多く、彼らの若さみなぎる走りが期待されま

す。女子は実力者揃いで複数人入賞者が出てほしいなと願っ

ています。がんばれ!!東海学連!! （日本学連関係者 談） 

 

【男子】 

馬場 泰光（ばば やすみつ） 
①静岡大３・ＭＵＬ１（10:31） ②インカレミドル 2013（Ｍ

ＵＡ２）１８位、東海インカレ 2014（ＭＥ）１４位 ③名古

屋大学３年 今井祐太 ④週２日のランニングは欠かしてない

です．あわらは作手に似てると捕らえてます． ⑤ＭＥに出れ

なかった代わりにＭＵＬで上位に入りたいです． ⑥去年のロ

ングはつらい思い出しかない あと福井遠いっす…… 

 

是永 大地（これなが だいち） 
①名古屋大１・ＭＵＦ２（9:46） ②東海インカレ 2014（Ｍ

Ｆ）１位 ③岩瀬史明選手(名古屋大学) ④トレーニングはし

てないです。福井のテレインはまだ見たことがありません。 

⑤上位５人に入り表彰されたいです。 ⑥がむしゃらに頑張り

ます！ 

 

樋口 佳祐（ひぐち けいすけ） 
①名古屋大２・ＭＥ（11：56） ②東海インカレ 2014（ＭＥ）

５位、全日本スプリント（Ｍ２０Ａ）１位 ③石山良太（名古

屋大学２年）、半沢守（東北大学２年）、橋本知明（東京大学

２年）、大村幸一郎（名古屋大学３年） ④ランニング、本番

を想定した地図読み。福井のテレインについては、登坂力が

必要で、藪が特徴的という印象。 ⑤リラックスして、楽しん

で戦いたい。とりあえず結果のことは考えずに。 ⑥しっかり

トレーニングと技術練習を積んで、準備を万全にした上で大

会に臨みたい。 

 

大村 幸一郎（おおむら こういちろう） 
①名古屋大学３・ＭＥ（11：36） ②インカレミドル 2013（Ｍ

ＵＡ２）６位、東海インカレＤＩＳＱ ③ライバルは小野真嗣

選手(京都大学３年)です。彼とは前から一緒にエリートに出

ようと言っていました。今回一緒に出られる機会なのでこの

機会に彼に勝ちたいです。 ④福井県のテレインはごつくてや

ぶいイメージであるので、それに似た愛知県のテレインで練

習を行っています。また巡行が出せるように道走りなどでの

体力面も鍛えています。 ⑤昨年度のロング選手権クラスでは

競技時間オーバー、地区学連でのセレクションではＤＩＳＱ

で推薦枠であるので全ての悔しさをここにぶつけて必ず枠を

取る。 ⑥最近大した成績を残せていませんが、東海学連は昨

年度の卒業生のおこぼれにあやかっているという風に言われ

ないように底力を見せつけます。 

 

嶋岡 雅浩（しまおか まさひろ） 
①名古屋大４・ＭＥ（12：54） ②東海インカレ 2014（ＭＥ）

優勝 ③杉村俊輔（東北大４年） 松下睦生（京都大４年）     

④あわらの印象は地図通り藪が濃いと感じるぐらいです。  

⑤入賞します。 ⑥３年前に見た他人を感動させられるような

走りをします。 

 

【女子】 

☆守屋 舞香（もりや まいか） 
①椙山女学園大３・ＷＥ（12:01） ②インカレロング 2013（Ｗ

Ｅ）６位、インカレミドル 2013（ＷＥＡ）８位 ③金沢大学

の五味さん ④近くのトレイルコース（東山万歩）をよく走り

ます。あとは家で筋トレとストレッチ。福井県は蟹をはじめ

とする海鮮ものがおいしいという印象です。 ⑤ロングレッグ

のルートチョイスでミスらない。 ⑥切り株に座って考えるく

らいの余裕を持って走りたいです。 

 

伊東 佑子（いとう ゆうこ） 
①椙山女学園大３・ＷＥ（12:13） ②東海インカレ 2014（Ｗ

Ｅ）４位 ③注目選手は椙山女学園大学３年の守屋選手 ④イ

ンカレロングに向けて今はいっぱい走ってます！福井のテレ

インは初めてなので楽しみです。 ⑤学連の枠取ります！  

⑥初のインカレロングエリートです。かなり緊張すると思い

ますが、自分の力を出し切れるように頑張ります。 

 

星 美沙（ほし みさ） 
①椙山女学園大４・ＷＥ（11:37） ②東海インカレ 2014（Ｗ

Ｅ）２位、インカレミドル（ＷＥＡ）４位 ③椙山女学園大学

１年藤井菜実選手です！山の中で出会ったときのすばやさに

驚きました。インカレでの走りにも注目中です。 ④レース中

の腰痛が悩みなので、背筋と腹筋を意識的にやっています。

福井県といえば、一昨年の金大大会で海岸テレインとかにを

満喫しました。海鮮丼たべたいです。 ⑤最後のインカレロン

グなので精一杯たのしみます！そのためにも結果を出したい

です。本番まであと１ヶ月、できる限りの準備をして望みま

す。   ⑥インカレのみんなで応援し合う雰囲気がとてもとて

もすきです。力にもなります。ありがとうございます。 

 

 

 
 関西学連からは男女合わせて１３人がロングエリートに選

ばれていますが、そのうち半数を超える７人が初めてのロン

グエリートです。中には１回生にしてセレクションを通過し

た選手もいます。今年、実力のある数多くの先輩が卒業して

関西学連 

東海学連 
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しまいましたが、先輩を目標にトレーニングを積み、各自の

弱点を克服しようと対策をしてきた結果です。インカレ本番

で、全員が存分に実力を発揮できることを願っています。熱

く大胆なレースを!!（関西学連関係者 談） 

 

【男子】 

平原 誉士（ひらはら たかし） 
①京都大１・ＭＥ（12：46） ②関西学連インカレ 2014（Ｍ

Ｅ）８位 ③角田貴大(横浜市立大学 1 年) ④ロング種目を走

りきれるようにトレーニングではなるべく長距離を走るよう

にしていました。テレインは藪が多く一部微地形もあるので

尾根沢を正確に辿るのが難しそうだなと思いました。 ⑤新人

特別表彰を目標にしています。 ⑥応援よろしくお願いします。 

 

五百倉 大輔（いおくら だいすけ） 
①京都大３・ＭＥ（12：40） ②関西インカレ 2014（ＭＥ）

５位、東海インカレ（ＯＭＥ）３位 ③ライバル：東京大学３

年 深田恒選手 注目選手：京都大学４年 松下睦月選手、京

都大学１年 平原誉士選手 ④昨年度に比べ体力トレーニング

の量を増やしました。スピードを出したオリエンテーリング

ができるようになってきています。福井のテレインは慣れ親

しんだ関西のテレインに特色が似ているので、普段通り、落

ち着いて走れたらと思います。 ⑤入賞を目指しています。  

⑥頑張りますので、皆様よろしくお願い致します。 

 

糸井川 壮大（いといがわ あきひろ） 
①京都大３・ＭＥ（11：44） ②関西インカレ 2014(ＭＥ)６

位、全日本ロング 2014（Ｍ２０Ｅ）５位 ③平原誉士（京都

１）、伊藤陵（京都３） ④普段はスピードトレとｊｏｇを組

み合わせて週４～５＋週末の大会といった感じ。福井のテレ

インは藪くて険しいイメージ。しんどそう。福井は海の幸が

美味しそう。 ⑤昨年３１位で枠を落としたので今年は枠を取

る。目標は１５位ぐらい。 ⑥この欄埋めるのに１時間かかっ

た。（面白いこと書けなかった） 

 

宇井 賢（うい まさる） 
①京都大４・ＭＥ（11：30） ②関西インカレ（ＭＥ）４位    

③京大３回の伊藤選手。活躍に期待しています。 ④普段のト

レは坂ダッシュ、平地走を半々くらいでやってます。福井の

テレインの印象は『ヤブくて案外ごつい』。 ⑤枠取ります。  

⑥初インカレの１回生の前で精一杯の走りをして、『あんな舞

台で走りたい』『オリエン頑張ろう』と思ってもらえるような、

そんなレースにしたいです。 

 

☆松下 睦生（まつした むつき） 
①京都大４・ＭＥ（12：50） ②インカレミドル 2013（ＭＥ

Ａ）準優勝，関西インカレ 2014（ＭＥ）優勝，ＷＵＯＣ2014

代表 ③杉村（東北・４） 尾崎（早稲田・４） ④インター

バル系＋ＬＳＤ 藪くて地形が複雑なイメージ。 ⑤京大初の

インカレロング優勝 ⑥最後のインカレロング、悔いのないレ

ースをします！ 

 

石田 洋（いしだ ひろし） 
①大阪大３・ＭＥ（11：50） ②関西インカレ 2014（ＭＥ）

３位 ④ランニング・筋トレ 福井県のテレイン楽しみです。 

⑤自分ができることを精いっぱいやりきります。 ⑥先輩や仲

間の分までがんばります。 

 

石川 智之（いしかわ ともゆき） 
①大阪大３・ＭＥ（11：12） ②関西学連インカレ 2014（Ｍ

Ｅ）２位 ③横浜国立大学の東将央。お互い高め合える存在で

す。 ④阪大の外周をみんなで集まって走ったり、少し遠いの

ですが箕面の山まで行って走っています。あわら迷図は関西

か関東かと言われると関西に近いと思います。 ⑤２０位。イ

ンカレの舞台で自分の力がどの程度通用するのか確かめてみ

たい。 ⑥関西では最近京大に押されぎみですが、阪大も頑張

ってるんだ！ということを見せつける走りをしてきたいです。

応援よろしくお願いします。 

 

【女子】 

大井 綾（おおい あや） 
①京都女子大４・ＷＥ（11:21） ②インカレミドル 2012（Ｗ

ＥＢ）１２位 ③同じ関西の前之園さん（京女４）と阿部さん

（大阪３）と一緒に良い結果を出したいです。 ④週に２回く

らい走ってます。福井には１度しか行ったことがないのです

が、海がとてもきれいでした。 ⑤枠をとる。 ⑥はじめての

ロングエリートで緊張していますが、楽しんで納得のいく結

果を出したいと思います。 

 

前之園 知江（まえのその ともえ） 
①京都女子大４・ＷＥ（11:51） ②インカレロング 2013（Ｗ

Ｅ）１９位 ③選手権クラスを走る全国の人 ④体力がないの

でひたすら走っています。テレインについてはやぶくてごつ

い印象を受けたので、途中でバテないようにしたいです。福

井県でオリエンをするのが初めてなのでとても楽しみです。 

⑤推薦枠で選手権クラスを走る事になったので、２０位以内

には入りたいです！精一杯頑張ります☻ ⑥増えた関西女子の

枠は私が守ります！ 

 

阿部ちひろ（あべちひろ） 
①大阪大３・ＷＥ（11:23） ②インカレロング 2013（ＷＵＬ

１）２位、インカレミドル 2013（ＷＥＢ）ＤＩＳＱ、関西ロ

ングセレ２０１４（ＷＥ）１位 ③五味あずさ選手（金沢大学

３回生）同期ですが憧れの存在です！ ④学校の外周を走った

り、部室で地図読みをしています。福井といえば鯖！ ⑤枠を

持って帰れるように頑張ります。 ⑥雰囲気にのまれず自分の

ベストが出せるように頑張りますので、応援よろしくお願い

します。 

 

 

 
 広島大学の復活に伴い、今年から活動を再開した中九四地

区。しばらく途絶えていたその歴史に、今年、新たな１ペー

ジが加わります。 

 

下江 裕貴（しもえ ひろき） 
①広島大１・ＭＥ（11：06）③松井さん（京都大学）この前

の京大合宿に参加させてもらった時にとても速かったので感

動した。今回の松井さんの走りから何かを学びたいです。  

④週末に実際にコースを作って練習し、それ以外の平日はラ

ンニングで去年の受験期に失われた体力を取り戻そうとして

ます。 ⑤とにかく最善を尽くします！そして自分の実力を見

極めて、これからの練習につなげていきたいです。 ⑥まだま

だ知らないことだらけですが、選手権クラスに出るからには

それ相応の結果を出せるようにがんばります 

 

 

☆アンケートに回答していただいたみなさん、ご協力ありが

とうございました。

中九四学連 
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●インカレロング２０１４公式ホームページ 

http://www.orienteering.com/~icl2014/ 

●日本学連ホームページ 

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

●日本学連公式Ｔｗｉｔｔｅｒ 

 https://twitter.com/tw_uofj 

 

☆詳しい内容は、公式ホームページで公開されている、「要項

３」（プログラム・９月２７日発表）を各自ご覧ください。な

お、モデルイベント・インカレスプリント試行大会・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１１日(土)   インカレスプリント試行大会 

モデルイベント・日本学連総会 

１２日(日)   ロング・ディスタンス競技部門 

(インカレロング併設大会) 

１３日(月・祝)  ２人リレー大会・公認トレイル大会 

 

【インカレスプリント試行大会】 

 インカレロングの会場を舞台に、スプリント競技の熱戦が

繰り広げられます。 

 

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 

中九四  ２ ０ 

※日本学連技術委員会発表資料（７月１４日発表）より抜粋 

(http://www.orienteering.com/~uofj/gijutsu/?blogid=2

&catid=43&itemid=847) 

※一部の地区学連では配分枠の返上が行われているため、実

際の選手権出場者数とは異なります。 

 

 

【インカレロング】 

昨年全日本ロングが行われたテレイン「あわら迷図」を拡

張し、インカレロングが開催されます。 

選手権の部・地区学連配分枠 
地区学連 男子（人） 女子（人） 

北東 １０* １５ 

関東 ２３ １６ 

北信越 ２ ３ 

東海 １４ ５ 

関西 １０ １ 

中九四 １* ０ 

※インカレロング要項２（６月１０日発表）より抜粋。ただ

し、発表後、中九四学連からの登録があったため、配分枠が

一部変更されています。（*印） 

(http://www.orienteering.com/~icl2014/youkou.html) 

 

インカレロングシード選手（敬称略） 
【男子】（６名） 

杉村 俊輔（東北大学４）、宮西 優太郎（東北大学３）、尾崎 弘

和（早稲田大学４）、深田 恒（東京大学３）、福井 悠太（東

京大学３）、松下 睦生（京都大学４） 

【女子】（５名） 

五味 あずさ（金沢大学３）、稲毛 日菜子（お茶の水女子大学

４）、伊東 瑠実子（東京大学３）、宮川 早穂（立教大学３） 

守屋 舞香（椙山女学園大学３） 

※日本学連理事会発表（９月１７日付）より抜粋 

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

temid=873) 

  

これから開催予定の日本学連後援大会 
●「いぶき」発行日（２０１４年１０月６日）以降に開催される大会について、開催日の早い順に、２０１４年１０月６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場合があります。 

●参考：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) 

第７回岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会 
●開催日：１０月２６日（日） 

●主催：岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング部 

●開催地：岩手県北上市立花・稲瀬町地区 

●会場：北上市立立花小学校 

●競技形式：ポイントオリエンテーリング（ミドルディスタンス競技） 

●事前申し込み締め切り：１０月５日（日） 受付終了 

●公式 HP：http://ganken08.warabuki.net/ 

☆前日大会開催（１０月２５日（土）・岩手県花巻市） 

第１９回京都大学京都女子大学オリエンテーリング大会 
●開催日：１１月１６日（日） 

 ※本大会・前日大会の開催延期が発表されました。詳しくは大会

ホームページをご覧ください。 

●主催：京都大学オリエンテーリングクラブ（京大 OLC） 

京都女子大学オリエンテーリングクラブ（京女 OLC） 

●公式HP：http://kuolc.dip.jp/kucomp19/ 

第３４回筑波大学オリエンテーリング大会 
●開催日：2015年１月２５日(日) 

●主催：筑波大学体育会オリエンテーリング部 

●開催場所：栃木県矢板市境林、高塩、館ノ川、山苗代地区 

●会場：矢板市立川崎小学校体育館 

●競技形式： ミドルディスタンス競技 

●事前申し込み締め切り：１２月２３日（火） 

●公式HP： http://www.orienteering.com/~tsukuba/34/ 

第３５回早大ＯＣ大会 
●開催日：2015年２月２２日（日） 

●主催：早稲田大学オリエンテーリングクラブ（早大ＯＣ） 

 

http://www.orienteering.com/~icl2014/
http://www.orienteering.com/~uofj/
https://twitter.com/tw_uofj
http://www.orienteering.com/~uofj/gijutsu/?blogid=2&catid=43&itemid=847
http://www.orienteering.com/~uofj/gijutsu/?blogid=2&catid=43&itemid=847
http://www.orienteering.com/~icl2014/youkou.html
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=873
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=873
http://www.orienteering.com/index-j.htm
http://ganken08.warabuki.net/
http://kuolc.dip.jp/kucomp19/
http://www.orienteering.com/~tsukuba/34/
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【テレイン周辺情報】 
 ここでは、福井にまつわるいろいろなことについて、まとめてみました。さらに、北陸を代表するであろう、福井県出身の

オリエンティアに福井のおすすめなどを聞いてみました。 
   

K・A さん（3年・女・勝山市出身） 

Q.行ってほしいところは？ 

A.福井県立恐竜博物館 

Q.ロングに来るオリエンティアに一言 

A.福井県は・・・あります！！ 

日本海 

滋賀県 

石川県 

岐阜県 

京都府 

嶺
れい

北
ほく

 

嶺
れい

南
なん

 

K・T さん（4年・男・福井市出身） 

Q.福井はどんなところですか 

A.福井は皆さんの想像通りのところです 

Q.行ってほしいところは？ 

A.ヨーロッパ軒（※ソースカツ丼が有名） 

Q.ロングに向けての抱負 

A.優勝です 怪我しないように 

福井県庁・福井県警本部

の裏にあります 

「福井」の名の由来と言われる『福の井』（福井市） 

福井県出身オリエンティアの声 

あわら市 

今年のインカレロングの舞台 

芦原温泉、吉崎御坊跡（浄土真宗） 

福井市 

ソースカツ丼、路面電車、福井県立歴

史博物館（昭和の街並みなどが再現）、

一乗谷（戦国大名朝倉氏の本拠地・携

帯電話会社のＣＭロケ地） 

坂井市 

芝政ワールド、東尋坊、雄島、

越前松島水族館 

※あわら市（インカレ開催地）と勝山市・

福井市（下段で紹介）を着色 

勝山市 

日本屈指の恐竜化石の

産地、恐竜博物館 

永平寺町 

永平寺（曹洞宗大本山） 

福井県のプロフィール 

・人口：８０６，３１４人 

・世帯数：２７５，５９９世帯 
（平成 22 年 10 月 1日現在 出典：平成 22年国勢調査） 

・面積: ４，１８９．８９ｋｍ 
（出典:平成 25年全国都道府県市区町村別面積調） 

大野市 

越前大野城、九頭竜湖 
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７人リレー（ＣＣ７） 学生オリエンティアが大活躍 
 ９月１４日（日）、長野県茅野市で『クラブ７人リレー2014 in 蓼科・北八ヶ岳自然学校』（ＣＣ７・第４回山川メモリア

ル）が開催されました。熱戦が繰り広げられた結果、「クラブ７人リレー」の部で、「京大京女ＯＬＣ一軍」が３時間３２分

４０秒（公式発表）のタイムで優勝しました。学生のみで編成されたチームが優勝するのは、大会史上初めてのことです。

また、２位に「東大ＯＬＫ選抜」、４位に「名椙選抜」、６位に「金木犀」（きんもくせい・金沢大ＯＬＣ）がランクインした

ほか、学生と高校生などで構成されたチームが複数入賞し、たくさんの学生オリエンティアがレースを盛り上げました。表

彰式では、６位までに入賞した各チームに、入賞賞品として地元特産のセロリが贈呈されました。 

 

【写真】７人リレー表彰式の様子（左）と優勝した「京大京女ＯＬＣ一軍」（右） 

 

インカレスプリント 開催後に正式大会開催の議論へ 
「インカレスプリント」は、昨年９月にその構想が持ち上がって以降、今年３月にインカレミドル・リレーのモデルイベ

ント開催日に実験大会が開催されました。そして、さらに議論などが必要だとして、今年のインカレロングのモデルイベン

トに合わせて、試行大会が開催されます。 

９月に行われた、今年度第２回日本学連幹事会では、８月までに各加盟校から集めたアンケートの集計結果を基に、イン

カレスプリントについて議論されました。アンケート集計結果によると、開催時期については、「インカレロングの前日がよ

い」という意見が多く出ました。ただ、一般クラスの設置については、「運営的に負担がなければ設ける方がよい」、「運営者

の負担を考えると選手権クラスのみが望ましい」という意見など賛否両論があります。また開催方式（決勝一本方式、予選・

決勝方式）や参加費についても、様々な意見が出されました。 

インカレスプリントの今後については、試行大会の反省をしないと議論が深まらない部分が多いため、インカレロング開

催後に改めて各加盟校から意見を募り、「正式なインカレとしてスプリント競技を開催するかどうか」、また開催する場合は、

「どのような方式で開催することが望ましいのか」について、それぞれ臨時幹事会（１１月開催予定）において最終的な判

断することとなりました。 

インカレミドル 開催の在り方について本格的な見直しへ 
インカレミドルについては８月を期限として、アンケートを通して各加盟員から意見を募集しました。その結果はまだ出

されていませんが、第２回日本学連幹事会では、１１月に開催される臨時幹事会において、「Ｂエリートの廃止の可否」など

について一定の方向性を示すことが確認されました。 

インカレミドル要項が発表される 
８月７日、インカレミドル２０１４の要項１が発行されました。それによると、2015年３月６日（金）にモデルイベント・

開会式、３月７日（土）にミドル・ディスタンス競技部門、そして３月８日（日）にはリレー競技部門・閉会式が開催され

ています。（公式ホームページアドレス：http://www.orienteering.com/~ic2014/?p=top） 

なお、９月７日には、旧図が公開されました。 

この記事は、一部を除き、以下からの抜粋です。詳しい内容は、こちらを参照してください。（日本学連 HPに掲載） 

・２０１４年度第２回 日本学連幹事会議事録  http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=876 

【編集後記】 

いよいよインカレロングが開催されます。今年は、昨年度全日本ロング

が開催された「あわら迷図」です。（当時私は運営のお手伝いでした）特集

の冒頭でも書きましたが、今年もたくさんのオリエンティアが参加する大

会となります。今年はどんなレースが繰り広げられることになるのでしょ

うか。 

本番まで残りわずかとなりました。体調管理やけがに気を付けて、福井

の地でお会いしましょう。 

P.S.インカレ観戦ガイドもぜひご覧ください。 

日本学生オリエンテーリング連盟広報紙 
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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/ 

日本学連 Twitter：@tw_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） 

日本学連の動き 

２０１４年８月～９月 

ここでは、日本学連幹事会や総会などで決定されたことや、日本学連に関

する動きをまとめています。 

日本学連では、理事や幹事長・各部局長・各地区学連幹事長などが集まる

「幹事会」と、加盟校・準加盟校の渉外が集まる「総会」によって、さまざ

まな議題が議論されています。また、これに沿って、各部局や各地区学連が

活動しています。 

 

http://www.orienteering.com/~ic2014/?p=top
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=876
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=877
http://www.orienteering.com/~uofj/
https://twitter.com/tw_uofj

