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会長挨拶 
 

 奈良インカレ報告書挨拶にも書きましたが，オリエンテ

ーリングが主に他人が所有する林野で行う屋外競技であ

る以上，参加者としては，不可抗力による中止や不成立は

いつでも起こり得ると予め覚悟しておくべきでしょう。実

際，悪天候のため一般クラスの競技が中止されたことも過

去にはありました。30 年を超えるインカレの歴史の中で，

選手権クラスだけはこうした事態に陥ることなく実施さ

れてきたことの方がむしろ幸運だったと言えるかもしれ

ません。 

 しかし，それ以前に，インカレの開催自体が危ぶまれた

ことの方が多かったことを忘れてはなりません。それでも

なお途切れることなくインカレが開催されてきたのは，継

続のためには火中の栗をも拾うことのできる人物がその

都度現れたからに他なりません。今回の再競技がインカレ

たり得るのも，そのような人物がいたからこそです。そし

て，そのような人物を支えたのは，いつでも現役の学生で

した。競技に直接関わることを除き，学生が自分たちでイ

ンカレを作ってきたわけです。しかも今回は，選手権クラ

ス参加者以外であれば，競技面も含めて幅広く関与するこ

とができますし，そうでなければ開催できなかったでしょ

う。ある意味，学生自身が作る初めてのインカレと言える

かもしれません。 

 一方，これからよく考えなければならないこともありま

す．今後インカレや学連が危機に直面した時，いつでも救

世主が現れるとは限りません。再競技実施については，反

対も少なくなかったと聞いています。しかし，今回の再競

技を通して，学生の皆さんが何かを感じ，今後のことを考

える機会となるのであれば，再競技実施の意味は大きいと

思います。 

 本番まで残された時間は少なく，満足な準備ができない

選手権クラス参加者もいるかもしれません．それどころか，

参加を望みながら断念せざるを得なかった人もいること

でしょう。運営スタッフの学生は，後期試験との両立で大

変かもしれません．それぞれに様々な事情はあるでしょう

が，皆さん全員にとって当日が有意義な 1日となるよう願

ってやみません。 

日本学生オリエンテーリング連盟会長 河合 利幸 

 

幹事長挨拶   

 

 春インカレをあと一ヶ月に控えた中での、インカレロン

グ開催となりました。インカレ史上初の「冬インカレ」な

のかもしれません。開催の経緯は要項で書いた通りです。

今年度のロング学生選手権者および入賞者、さらには来年

度の枠配分を、改めて決定しましょう。 

 急な決定で、十分な準備ができない人もいるとは思いま

す。未だに心の整理がつかない人もいるでしょう。参加で

きない人すらいます。でも、奈良でのインカレが不成立で

なくなってしまった今、今回の大会こそが、今年度のイン

カレロングです。その舞台を大切にして、選手の皆さまに

は全力で走ってほしいと思います。私も一選手として、当

日のレースを心から楽しみにしています。 

 また、すでに皆さまご存知かと思いますが、今回のイン

カレには学生が運営に大いに関わっています。観戦者は残

念ながら多くはなさそうですが、学生の手で作り上げると

いう意味では、これまでのどのインカレよりも「インカレ

らしい」大会になると思っています。その雰囲気作りを、

その場にいる全員でしていければと思います。なお、今回

このように再競技の決定に至ったのには、このような再競

技の場を提供してくれる方々に恵まれたということが、多

分に影響しています。少しでも状況が違えば、再競技が行

えなかったことも十分あり得たのです。この再競技に対し

てそれぞれ違った思惑があるかとは思いますが、選手の皆

さまは、このような改めて走る場があるということへの感

謝の気持ちを、どうか忘れないでください。 

 さらに、本大会の開催は、山川氏個人の尽力なしでは不

可能だったでしょう。 後にはなりましたが、学生を代表

して御礼申し上げます。またもちろん、学生も含めた、山

川氏以外の運営者の方々、およびホテルファミテックを始

めとした地元の皆さまにもこの場を借りて感謝いたしま

す。それと同時に、今後いつか同じような事態になったと

き、そして山川氏のような方が現れなかった場合、学生と

して、ＯＢ,ＯＧとして、何をすべきなのか、何ができる

のか、本大会を迎えるにあたって、学生全員に再度考えて

おいてほしい次第です。 

日本学生オリエンテーリング連盟幹事長 齋藤翔太 

 

実行委員長挨拶 

 
私のインカレへの関わりは大学２年の 22 歳の時から 52

歳の今まですでに 31 年もの期間になっています。その間
不成立を間際で食い止めたことは何度かありました。今回
のように地元の方からの申出などです。長くやっていると
こういうこともいつかはあるのだろうな、と思っていまし
た。出走できなかった選手もそれは悔しかったでしょうが、
あの急斜面をあれだけの地図・コースに仕上げた苦労の
前線に立った者として、私にとってもそれはそれは悔しい
ものでした。２年間かけてずっと準備に奔走してきた大阪
オリエンテーリングクラブや関西学生 OB の皆さんも勿論
同じ気持ちでしょう。 
思えば私のインカレへの関わりも、インカレが開催され

ないかもしれない、というところから始まりました。今回
の再競技開催の議論では、あの時さんざん議論した“学生
主体のインカレ”を思い起こさせるものがありました。学
生の議論の中でも 3割 5分ほどは再競技には反対で、渉外
問題での不成立はそのことをそのまま受け入れよう、とい
うものだったと聞いております。その上で組織として学連
が再競技を開催すると決定したのは、インカレへの色んな
人の（悔しい）思いが結集したものであり、決定したから
にはフルタイムのオリエンテーリング事業者として私に
しかできないことは力を尽くそうというスタンスで準備
に関わることにしました。代替手段ではありますが、精一
杯インカレらしいものを提供していきたいと思います。 
競技する選手の皆さんも色々な思いをいだいてこの大会

に参加することでしょう。11月の試合のように万全の準備
でこの試合に臨めない人も多いことは重々承知していま
す。前日満足に寝られずに参加する方も、例年のここで開
催する学連合宿の参加の仕方を見ていますから判ります。
しかし、開催する学連全体で決めたからには、その瞬間だ
けは“ガチ”の勝負をしましょう。代々引き継いでいける
インカレに向かうモチベーションをしっかりと後輩に見
せましょう。そしてミドル＆リレーへの準備もしっかりと
やりましょう。（これを犠牲にしないで組み込むというの
が立案時の理念です。） 
また選手権のみの再レースですから、今回は準備のいろ

いろな場面で現役学生が参画し、主体的に運営しています。
演出も財務も学生で取り仕切っています。参加者にも負担
を多くはかけられないという面から参加費を設定しまし
たが（チャリティ目的のチャンレンジ参加の方は、誠にあ
りがとうございます）、それでも“インカレ”として準備
していく上で欠かせないことを行っていくと、今の学連の
状況では参加者（加盟員）増やさないことには、相当キツ
イことを実際に体験・感受できる貴重な機会となっていま
す。インカレの魅力を失うことなく、今後どのように持続
可能なシステムを築き上げていけるのか、ここをきっかけ
にインカレ立ち上げ当初からの理念である“学生主体”の
あり方を、今一度考えていただきたく、私の挨拶と致しま
す。見ごたえのあるレースを見せてくださることを楽しみ
にしています。 

インカレロング 2010 再競技 実行委員長 山川克則 



 

 

 

 

 

 

 

大会スケジュール  （詳細は個別の説明をよく読むこと） 

２月４日  （受付不在時は佐藤俊 080-5516-8930 呼出） 

12:00  自主トレーニング受付 

15:00～17:30 金曜日宿泊者受付 

２月 5日 

9:00～ 開場・受付開始（競技受付は 10:30まで） 

下今市駅 9:04（快速着）9:08（特急着） 送迎バス 

10:15～ スタート待機所へのバス輸送開始 

10:30 チャレンジ前走 

11:36 ＭＥ トップスタート 

11:56 ＷＥ トップスタート 

13:00 チャレンジ後走開始 

13:40 頃 ＷＥ優勝者決定 

14:00 頃 ＭＥ優勝者決定その流れで表彰式 

14:40 ミニ合宿メニュー開始 

15:05 選手権フィニッシュ閉鎖 

16:06 チャレンジフィニッシュ閉鎖 

16:40 ミニ合宿フィニッシュ閉鎖 

14:40～17:30 土曜日宿泊者受付 

19:30～21:30 合宿セミナー 

 

アクセス情報 

【自家用車（図参照）】 

東北自動車道「鹿沼インター」より、例幣使街道を北上、

上下分離して一方通行になる十石坂より左の脇道に入

る、所要約 40分 

もしくは日光宇都宮道路「大沢インター」よりＪＲ「下

野大沢」駅前経由例幣使街道に入り同上、約 10分。 

日光方面からは例幣使街道上の図の位置にホテルファ

ミテックの入口看板があります。少し見にくいので、Ｓ

字カーブ上の橋を渡った少し先と覚えておけばよいで

しょう。 

【公共交通機関】 

東武鉄道「下今市」駅下車 もしくはＪＲ日光線「今市」

駅下車。東武鉄道「下今市」9:04 着快速（浅草 7:10 発）

にあわせて会場行き送迎バスが出ます。（無料） 

乗車希望者が約 90 名でしたので、二台のバスが出ます

が、一度で運ぶことができません。第 1便には添乗員（山

川）の指示に従い、スタートの早いものから優先的に乗

るようにしてください。２回目の輸送は乗車人員次第で

すが、添乗員無しで１台にてすぐ引き返すことで行いま

す。すみませんが乗り切れなかった方は駅でお待ち下さ

い。9:25 頃お迎えにいけると思います。このバス便に

は、浅草7:30もしくは新宿 7:30発の特急に乗車しても

乗車することができると思います。【途中駅時刻表は】

http://www.tobu.co.jp/special_express/pdf/spacia_

kudari.pdf 

【それ以外の便にて来場の場合】 

送迎バスはありませんので、各自でタクシーに乗って

いただくか、徒歩（約４km）にて来場下さい。テープ誘

導とかはありません。オフィシャルもしくは他の選手に

よって競技に必要なもの（ナンバーカード／ゼッケンや

レンタル e-card）を受付から待機所まで輸送できるの

であれば、選手が駅から徒歩によって直接スタート待機

所に向かうことも可能とします。（チャレンジの場合ナ

ンバーカードを着用しないので、マイカード使用者は直

接向かっても、戻り荷物がいつ届くかという事以外は特

に不都合はありません） 

 

駐車場に関する情報 

 会場および付近の何箇所かに分散して駐車していただ

くことになります。整理役員の指示に従って図の指定の場

所に止めていただきます。指定場所以外には絶対に駐車し

ないで下さい。駐車場申込台数リストは以下の通りです。

エリアＢ,Ｃ,Ｄはすぐに埋まると思われます。 初からエ

リアＥ,Ｆに行って頂ければ、お待たせすることなく駐車

できます。（尚、翌日の日曜も同じ場所に止めてください。

翌日は整理員がおりません。） 

 

津國 真敏 １台 

海老 成直  １台 

安田 忠寛  １台 

東京工業大学 １台 

太田 貴大  １台 

金沢大学  ２台 

岩手大学  ２台 

谷川 友太  １台 

石井 龍男  １台 

十文字女子大学 １台 

東京大学  １台 

名古屋大学 ４台 

椙山女学園 １台 

静岡大学  ２台 

京都大学  ２台 

新潟大学  ３台 

相模女子大学 １台 

宮城学院女子大学 １台 

小暮 喜代志 １台 

東北大学  ６台 

増山 歩  １台 

横浜市立大学 １台 

多田 宗弘  １台 

千葉大学  １台 

   

計  38 台 

 

宿泊場所について 
受付担当者から個別に連絡が行っていると思いますが、

宿泊希望を申し込まれた方全員が会場である“ホテルフ

ァミテック”に泊まっていただけます。おかげさまで満

室にすることができました。 
 

公式掲示板 
当日の、すべての重要な変更情報は公式掲示板によっ

て告知します。公式掲示板の場所は体育館内です。競技

自体に必要な情報はスタート待機所内にも掲示します。 

前日（２月４日）練習会について 
申込の希望者が少なかったため、公式の練習会は開催

しません。公民館等は確保しておらず、“自主練習”とい

う形での練習を認めることにします。立入可能範囲を明

記した白地図を申込のあった数だけ用意しておきます。

12:00 以降受付の佐藤に（不在時は呼び出して）対応して

もらって下さい。地図は縮尺 1/15,000 と 1/10,000 が 2 枚

セットで 700 円、駐車可能場所指示入。申し込みはしな

かったが、急に参加する場合というは事前に連絡を入れ

ること。 



 

会場周辺図 

ホテルファミテック 

 

スタート待機所位置図（和泉公民館） 

情報メモ： 
 ナンバーカードは会場（ファミテック）受付で配布される。着用は義務。レンタル e-card も受付で配布。 
 ナンバーカード着用は選手権クラスのみで、チャレンジは必要ない。 
 コントロール位置説明(デフ)は待機所で配布される。(ちなみに地図サイズは公開しない) 
 待機所からスタートまでの距離は、待機所にて公示される。（プログラム・会場では 15 分以内とだけ公示） 
 ナンバーカード等の輸送をオフィシャルもしくは他の選手に頼めば、選手が駅から直接徒歩によってスタート待機所へ

アクセスするのも可とする（役員は運びません）。マイカード用のバックアップラベルの予備はスタートでも用意する。 
 オフィシャルの居ない大学の選手は、荷物を預けることができる。マイカード持参のチャレンジクラスに電車で参加の

高校生なども、直接アクセスして、荷物を輸送依頼すれば出走は可能となる。トイレは待機所公民館にもあります。 
 「上今市」駅からの徒歩か一番近いが、通過する列車もあるので、事前によく調べておくこと。テープ誘導はない。 

和泉公民館 

ファミリーマート● 



 

最終コントロール 

会場レイアウト・駐車場位置図 

 

観戦エリア拡大図 



受付・宿泊受付 

 

【前日自主トレ・前日宿泊受付】担当：佐藤 

場所：ホテルファミテック 1Fロビー 

時間：15:00～17:30  

（自主トレは 12:00 より随時佐藤呼出） 

大学（団体）の方は代表者がまとめてお支払いください。 

こちらで若干のお釣りをご用意しておりますが、円滑な進

行のためにお釣りのない方から先にご案内させて頂く可

能性があります。予めご了承ください。 

部屋割りに関しては下記の「土曜宿泊受付」の項をご参

照ください。 

大会準備業務で不在時には呼び出してください。 

金曜日夜の駐車場所は、玄関前や体育館横の本来駐車場

として使用している場所を利用しても構いません。但し、

すでに設置されている誘導レーン等をさけて駐車して下

さい。 

 

【選手変更受付】担当：佐藤 

 何らかの事情で出場できなくなった選手に対し、通常の

インカレと同じく、前日まで変更を行うことを認めます。

提出者は地区学連を代表する者とし、地区学連ごとにまと

めて提出のこと。書式はフリーフォーマットで、Ａ４判用

紙にて。変更前と変更後の情報をすべて記すこと。 

 

【競技受付】担当：鵜瀬・佐藤・井戸 

9:00～10:30 場所：体育館内 

大学ごとに封筒にいれて行います。 

配布物：ナンバーカード（１枚、前面に着用）、レンタル

e-card、バックアップラベル、チームオフィシャル用ＩＤ

カード  

注意！ ナンバーカード着用のための安全ピンは各自で

用意下さい。忘れた場合有料頒布（１セット\50）になり

ます。 

 

【ミニ合宿受付】担当：佐藤・井戸 

表彰式後～15:00 場所：体育館内 

大学ごと（オフィシャル含）に封筒にいれて行います。 

配布物：地図、選手権参加者以外の地図ビニ 

注意！ ミニ合宿では、バックアップラベルの配布を行い

ません。 

お願い！ 次の宿泊受付は大変な混雑が予想されるので

なるべくミニ合宿受付時間中に、宿泊受付に関してもこの

時間中に受付されるようお願いします。 

 

【土曜宿泊受付】佐藤・井戸・千代澤 

宿泊費は当日申し受けますが、土曜日の宿泊は大変な混

雑が予想されるため、会場にて宿泊チケットの販売を行い

ます。宿泊費を昼中にお支払い頂くことで待たずにご案内

が可能です。是非ご利用ください。 

こちらで若干のお釣りをご用意しておりますが、円滑な進

行のためにお釣りのない方から先にご案内させて頂く可

能性があります。予めご了承ください。 

 

 宿泊チケットの事前購入（推奨） 

場所：会場 

時間：11:00～14:00（予定、詳しくは当日掲示） 

大学（団体）の方は代表者がまとめてお支払いください。

確認後、人数分の宿泊チケットをお渡しします。チケット

はファミテック入口にて係員に提出して頂くため、紛失し

ないようご注意ください。 

 

 ロビーでのご購入 

場所：ホテルファミテック 1F ロビー 

時間：競技終了後 

大学（団体）の方は代表者がまとめてお支払いください。

当日は混雑が予想され、また、受付に時間もかかりますの

で、宿泊チケットの事前購入をお薦めします。 

また、ロビーでのご購入の際は大学でまとまっての受付を

お願いしております。そのため、スケジュール等の関係で

全員揃ってのチェックインができないことが予想される

場合は、必ず宿泊チケットのご利用をお願いします。 

 

 部屋割り、その他 

部屋割り・お風呂のご案内は追ってご連絡差し上げます

が、現在、大会公式ＨＰの更新が行えないため、早大ＯＣ

の特設ＨＰで２月３日（木）頃お知らせする予定です。 

http://wasedaoc.oteage.net/special.htm 
尚、今回はファミテックのご厚意により割引価格にてご利

用できますが、部屋数の関係上、同じ部屋に複数の大学（相

部屋）でのご利用とさせて頂くこともございます。 

また、お風呂やお食事場の広さにも限りがあるため、実行

委員会で時間を区切らせて頂きます。こちらも部屋割りと

併せて追ってご連絡差し上げます。 

 

皆さまのご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。 

  

尚、本競技会では当日受付はありません。また、コンパ

スの貸出は行いません。 

 
当日問合／佐藤：080-5516-8930 井戸：090-7954-6052 

 

ｅ－ｃａｒｄについて 

EMIT 社製パンチングシステム（e-card）については、一

般的な注意点やミスした場合の対処法などは奈良でのプ

ログラムなどを参照してください。確認用のユニットは会

場とスタートにあります。スタート待機所にはありません。

万一急に動作不良となった場合は再交付を受けてくださ

い。受付とスタート地区で対応します。マイカードからの

変更は\300必要です。（スタートでの判明時は後払い） 

 

会場  （図面参照） 

・荷物置き場や更衣場所としては、体育館を利用して下さ

い。 

・体育館への出入りの際は、東側の出入り口をご利用くだ

さい。今回北側の出入り口は、速報ボードを置くため利用

できません。 

・トイレは、男女とも体育館のものを利用ください。数が

少ないので会場到着までにできる限りお済ませください。

混雑時には、本館トイレの利用を許可する場合があります

ので、当日の放送に従って下さい。 

・女子更衣室は、向かいの卓球場を利用下さい（予定）。

但し、荷物を置いておくことはできません。 

・会場内の観戦エリアと競技でスペクターズ区間として、

公道や通過エリアとの間にはテープによる区切り等はあ

りません。各自がプログラムを読んで観戦可能な場所を確

認した上で、競技中の選手及び一般の交通の妨げにならな

いような応援を心がけて下さい。図のように、第一スペク

ターズ区間も第二スペクターズ区間も観戦可能エリアの

中です。 

 

【会場給水について】第一スペクターズ区間の途中、卓球

場の建物の前が、給水所になります。この給水所では、自

分で用意したスペシャルドリンク等を置くことができま

す。(勿論、違反にならない物の範囲で行って下さい。ユ

ンケル・オロナミンスーパー・うこんの力などは違反にな

ります。特製レモン砂糖水などは大丈夫です。) 自分の

名前が明確にわかる様にして机の上に置いていって下さ



い。役員の方でも、普通の水と紙コップは用意致します。 

 

スタート待機所へのバス輸送について 

ルール：基本は指定のスタート時刻のバスに乗る 
 前の便に空席がある場合は乗っても良い（むしろ推奨） 
 オフィシャルはどの便でも良い 
 オフィシャルのいる学校は、衣類はオフィシャルに預け

る。オフィシャルのいない学校の選手は、指定の袋に入れ

る。オフィシャルの待機所から会場への帰還は、送迎バス

の帰りを利用。 
終は、チャレンジ後半用の送迎バスでの帰還便で、待

機所 12:30 発。 
 
会場発 待機所公民館着   人乗     対象スタート時刻   
 10:15  10:30       30   11:36－11:55（ＭＥのみ） 
 10:30    10:45       25   11:56－12:05 
 10:45    11:00       30   12:06－12:15 
 11:00     11:15       25   12:16－12:25 
 11:15  11:30       30   12:26－12:35 
  
 11:45  12:00      25   チャレンジ 
 12:00  12:15       30   チャレンジ 
（帰り便待機所発 12:30） 

 

コース情報 

  
クラス/コース距離/登距離/優勝設定時間/スタート時刻/競技時間  

男子個人（ME）/10.5km/480m/80 分/11:36～12:35/150 分 

女子個人（WE）/6.7km/250m/65 分/11:56～12:35/150 分 

スタート枠から、地図上のスタート（△）への誘導の距離

と登距離も加算した上での距離である。 
 

クラス/第一中間（給水可）/救護所/第二中間（会場給水）の位置割合  

男子個人（ME）/25％/60％/80％ 

女子個人（WE）/35％/60％/80％ 

 

スタート 

待機所から、スタート地区まで赤白テープ誘導。歩いて

15 分以内。具体的な距離の情報は待機所で提供する。 
待機所に到着後は旧マップ他あらゆる地図を参照する

ことができません。コントロール位置説明表はスタート待

機所公民館でセルフピックアップ方式で配布します。会場

では配布しません。大きさは、60×200mm を超えないサ

イズ。 
 計時は、スタート枠の位置から開始します。スタート枠

から、スタートフラッグまでは、約 600ｍ。赤白テープ誘

導。スタートフラッグ地点には役員はおらず、フラッグが

設置されているのみです。必ずこの地点を通過して競技を

開始すること。 

 

スタート地区には、電波時計を置きます。この時計は日

本標準時を示しています。 

e-cardを携行しないもの、体の前面にナンバーカードの

装着がないもの、不備があるものはスタートできません。

バックアップラベルの予備はスタートにも準備していま

す。 

チームオフィシャルは、ＩＤカードを着用した上でスタ

ート地区へ行くことができます。所属する学校の選手のウ

ェア類、飲料ボトルなどの運搬は各自の責任で行ってくだ

さい。運営者側では、防寒具類の輸送は行いません。また

スタート地区には飲料水の用意はありません。 

遅刻者は役員の指示に従い、遅刻枠へ向かってください。

正規のスタート時刻の選手に影響を与える恐れがある場

合は、スタートを遅らせることがあります。 

ウォームアップは、待機所からスタート枠までの誘導区

間で行って下さい。 

 

スタートの方法 

・スタート時刻３分前まで 

e-cardをアクティベートユニットにはめこみ、e-cardの動

作確認を行う。アクティベートは赤ランプが点滅すること

によって確認できる。赤ランプが点滅しない場合は、

e-card故障の恐れがあるので、直ちにスタート役員に申し

出てe-cardの再発行を受けること。 

・３分前 

スタート枠に入る。 

・２分前 

１つ前の枠に進む。 

・１分前 

さらに１つ前の枠に進み、役員からe-cardの確認を受ける。 

・10秒前 

e-cardをスタートユニットへはめ込む。スタートの合図と

同時に離すこと。 

・スタート 

スタートチャイマーの合図後、地図をとってスタートする。

計時はスタートチャイマーの合図と同時に開始します。 

・スタート後 

赤白テープ誘導に従って、スタートフラッグへ向かう。ス

タートフラッグは地図上の△位置である。 

 

競技 

●競技形態 

個人競技・ポイントＯ・ロングディスタンス競技 

●パンチ方式 

EMIT社電子パンチングシステムを使用します。 

●競技時間 

・競技時間は２時間30分です。競技時間内にフィニッシュ

を通過するように、競技を中断してでも戻ってきてくださ

い。競技を途中棄権する場合でも、必ずフィニッシュに

e-cardを提示してください。これが不可能な場合は、 寄

りの役員にe-cardを届けてください。 

・フィニッシュ閉鎖時刻は、インカレロング 15:05、チャ

レンジクラス 16:06 です。 

 

●服装と用具に関する注意 

運動しやすい長袖・長ズボンなどの服装で参加してくだ

さい。怪我の防止のために、踏み抜きなどをしにくい靴底

のしっかりした履物をご用意下さい。金属製ピンつきシュ

ーズの使用可です。 

 

●救護所および給水所 

会場内に救護所を設けます。またテレイン内に飲料水を

用意した給水所、救護所を設けます。競技中にけが人を発

見した場合は、救護所またはフィニッシュの役員に連絡し

てください。すべての競技者およびチームオフィシャルは、

競技より優先される不慮の事故が生じた場合は 寄りの

役員に連絡するよう心がけてください。 

 

フィニッシュ 

① フィニッシュの場所 

会場の体育館横の普段駐車場として使用している場所が

フィニッシュです。 

② 終コントロールからの誘導 

終コントロールからフィニッシュまで赤白色テープ誘

導になります。特に 終部分では両側をテープで囲います。

テープ誘導から逸脱しないように、必ず従って下さい。 

③ フィニッシュの方法 

・フィニッシュの方式は、パンチングフィニッシュとしま

す。計時線上にあるコントロールユニットによってe-card



に記録されたタイムをフィニッシュタイムとします。ユニ

ットは複数あるのでどれかひとつを使用してください。 

・e-cardとは別に計時員が記録を録っていますが、e-card

の計時に疑義が生じない限り、e-cardの計時時間を採用し

ます。 

・計時線通過後、役員がe-cardの読み取りをします。 

それまでは追い越し禁止です。レンタルe-cardはこの段階

では回収しませんので、そのままお持ち下さい。（回収に

ついては、別項目をよく読んで下さい）マイe-cardの方で

失格などの疑いがある場合は回収させていただくことが

あります。 

・バックアップラベルを紛失した場合でも、e-cardの電子

的記録でコントロールを順番に回ってきたことが確認で

きれば失格とはなりません。 

・インカレでは競技中の地図の携行も義務付けられていま

すから、cardの記録が正常でも、テレイン内に地図を落と

してきてフィニッシュまで地図を携行しない場合は失格

となります。（奈良で結局失格とされた１年生競技者のこ

の行為がのちに運営サイドで大変話題になったことなの

で、教育的配慮も考えあえて書かせていただきました） 

 

④ 地図回収 

競技で使用した地図は回収しません。そのままお持ち帰

り下さい。 

⑤ 注意事項 

・フィニッシュでの調査依頼などは一切受け付けません。 

調査依頼は大会本部（受付）で行って下さい。 

・選手権クラスの成績上位者には、すぐにルートを書いて

いただくことがあります。ご協力くださいますようお願い

します。 

 

調査依頼・提訴 

① 調査依頼 

・調査依頼は大会本部で受け付けます 

・回答は公式掲示板に掲示します。 

・成績速報に関する調査依頼は、速やかに(１時間程度）

行ってください。 

・調査依頼には主管者が回答します。調査依頼の回答 

に疑義がある場合のみ、提訴を受け付けます。 

② 提訴 

・調査依頼に関する主管者の回答について、疑義がある場

合は提訴を行うことができます。 

・提訴は、調査依頼の回答後、１時間以内に裁定委員会に

対して文書で行ってください。 

・提出先は本部になります。 

・提訴に対する裁定委員会の判断は 終的なものです。 

関係者に通知されるほか、大会報告書にて報告されます。 

 

裁定委員 

大会当日、公式掲示板にて公示します。 
 
地図販売 

当日競技で使用した地図は、若干数販売致します。２枚

の地図を大会用に合体した特製地図なので、今後この地図

が、合体したまま一般的に販売することは、また特にこの

ような場が設定されない限りありません。１枚 800円で頒

布します。（新規拡大範囲は、日光口の地図の方に帰属し

ます） 

 

表彰 

男女各 6位までを表彰致します。 

（ただし授与するメダルの日付は 2010 年 11 月 21 日） 

新人特別表彰は本競技会では行いません。（11月 21日の

レースで表彰済） 

表彰者を称える為の花の販売を受付で行います。（一束

800 円）、主催者側で 12 名分購入していますので、できる

だけ入賞した選手がいる大学・クラブは、買い取るように

お願致します。 
 

チームオフィシャル 

・選手権の部スタート地区での選手のサポートが可能です。

送迎バス乗車も可能です。車で参加されている方には希望

すれば、スタート待機所和泉公民館への乗りつけも許可し

ます。許可を希望する場合は当日受付まで待機所駐車許可

証を受け取りに来てください。但し駐車台数には限りがあ

り先着希望順です（おおよそ５台程度）。自校の選手の荷

物は、オフィシャルが会場まで回送するようにしてくださ

い。また、オフィシャルのいない学校の選手の荷物輸送等

には、積極的にご協力下さい。 

・競技終了後、選手権の地図をＭＥ,ＷＥ各 1 枚、合計２

枚を各チームオフィシャルに配布します。 

・午後のミニ合宿へは、競技参加が可能です。 

 

チャレンジクラス 

【前走者】山川の車で待機所に送迎します。9:30体育館

前出発です。いかなる場合も絶対にインカレ競技者の目に

触れることのないよう、フィニッシュして下さい。 

【後走者】 

申込時に前走を希望された方も、実力を勘案して、後走

に多くの方が回っていただきました。送迎はチャレンジ指

定されているバスに乗るか、前述のように直接駅から徒歩

でスタート待機所に向かって下さい。 

尚、競技中テレイン内を貫くそれなりの交通量がある２

車線道路を横断する際、インカレ競技中は安全管理の役員

がつきますが、チャレンジクラスの方は役員がいない場合

があります。自己責任で安全確認して横断下さい。 

後走の人は、場合によっては時間のかかっているインカ

レロング競技者を追い抜くことがあるかもしれませんが、

その人には一切構わず、淡々と競技して下さい。 

フィニッシュ後は時間の限られる方もいらっしゃいます

が、午後のミニ合宿メニューにも、もれなく参加していた

だけます（追加料金不要）。チャレンジ参加者の合宿用地

図は個人ごとに受付にてお渡しします。地図ビニはチャン

レジのものを流用してください。 

 

ミニ合宿（2 月 5 日午後）について 

本競技会は、通常この時期に行われている学連合宿（イ

ンカレミドル＆リレー対策）に替えて行っています。そこ

で選手権クラスに出場しない応援の人にも、オリエンテー

リングの研鑽の機会を設け、本来の目的であるミニ合宿メ

ニューをインカレ再競技終了後に時間短縮・内容圧縮して

行います。 

 

地図配布時間 表彰式終了後～15:00 学校ごとに 

またミニ合宿の中で新人クラス模擬レースを行います。 

（開設時間予定：14:40～16:40） 

ミニ合宿メニューにおいては、バックアップラベルの配

布を行いません。計時のためのカード読込も、ロング競技

とは別系統になります。「合宿用競技カード読取」と書か

れた机の上に読み取りに来てください。運営は合宿モード

になりますので、バックアップ救済などの措置はありませ

ん。地図保護用のビニール袋は、ミニ合宿受付時に（ミニ

合宿から参加＋オフィシャル）の人の数のみ支給します。

選手権参加者は、選手権で使用したチャック付のビニール

を再使用して下さい。 

  

ミニ合宿メニュー内容 

(1)インカレミドル新人クラス模擬レース 



参加する全員がまずこのメニューから始めます。 

自由スタート 

計時あり（新人だと判るカテゴリを付与） 

会場近くでスタート、フィニッシュはロングと共通  

（2011年3月に開催されるインカレミドルMUFコー

ス 3.5kmアップ 110m これに順ずるものを用意） 

(2) 1.5km くらいのコントロールピッキング  

アタックの正確さ、地図読み精度、ルックアップ

のチェック。 

スタートはテレイン適地まで行くので、それなり

に離れる。 

フィニッシュコントロールもテレイン適地で終わ

るのでそこでパンチングフィニッシュ 

計時は一応する 会場で読み取り。 

(3) 2km 位のミニファシュタ 1本 

計時なし 

折角の機会だから、大学横断的に、ライバル関係

仲良し関係で出来るだけ効果的なメンバーを募っ

て、いつもの合宿よりメンバー増やして行うとよ

いだろう。 

 

選手権クラス再競技出場者およびチームオフィシャル・

チャレンジクラス参加者は、もれなくこのイベントにも参

加することが出来ます。 

 

合宿セミナー（2 月 5 日夜）に関する情報   

主催：日本学生オリエンテーリング連盟技術委員会 

会場：ホテルファミテック卓球場 

時間：19:30～21:30 参加費無料・入場自由 

テーマ：インカレロング再競技のプランナーによるレー

ス解説・インカレミドル＆リレーへむけての対策など 

 本セミナーは、通常行われている学連合宿の夜メニュー

をそのまま通常通り行う、というものです。ファミテック

宿泊者以外の方も参加できます。本セミナーは参加費無料

です。 

 宿題：今度のミドル＆リレーのテレインもわが国屈指の

高速テレインといわれていますが、日光と共通する部分、

日光テレインとは違う部分・日光以上に手強い部分の２面

性について、事前に自分の考えるところをまとめてくるこ

と。そのためにどんなトレーニングをしたら良いのかもよ

く考えてみよう。 

 

レンタル e-card の回収について   

レンタルした e-card は、受付で配布した封筒に入れて

大学ごとに、ミニ合宿終了後すぐに必ず一旦受付まで返却

下さい。翌日の山リハリレーまで借りたまま続けて使うこ

とはできません。また、インカレロング再競技フィニッシ

ュでは回収致しません。 

 

観戦者のための情報 

 本大会の観戦は自由とします。観戦者は本プログラム記

載の事項に従って観戦して下さい。但し、観戦のみの方の

駐車場は用意できませんので自家用車以外の交通手段で

来場下さい。 

 

地図に関する情報 

縮尺 1:15,000 等高線間隔 5m  

走行可能度表示 4段階 JSOM2007準拠 ポリ袋入り 

インクジェットプリンタ出力 

 

地図の特殊記号（一般的な記号の凡例は記載していませ

ん） 

黒の×：祠等の人工特徴物 

黒の斜線＋白抜き：ビニールハウス 

  

「日光和泉（日光口）」と「日光例幣使街道」を合体した

地図を使用します。両地図間の空白地帯は新規に地図を作

成しました。空白地帯の過去に作成された地図を下記に掲

載しています。 

地図のサイズは、公開しません。 

※ ２月５日午後に行われるミニ合宿の地図 

縮尺 1:10,000 等高線間隔 5m 

 
図１：空白区域の旧マップ「日光口磐裂の霊水」 

（日本学連 2000 年作成） 

 

テレイン・コースの概要 

テレインは、標高350～450ｍの比較的なだらかな尾根と

浸食された急斜面の沢からなっている。浸食された水系に

は所々微地形もみられる。植生は全体的に針葉樹林が広が

っており走行可能度はおおむねよいが、一部薮で覆われた

箇所が存在する。林業が盛んなため一部伐採された箇所が

あり、テレイン内に小道・小径・植生界が多い。 

テレイン内には中央に高速道路が東西に縦断しており、

ある程度交通量のある道路が南北に横断している。 

 

コースは分断されたブロックで構成されるテレインの

特性上、ロング競技にはお決まりのロングレッグはないが、

そのかわりある程度の距離のあるルートチョイスに悩む

レッグを多数立て続けに用意することで代用している。急

斜面を使用する場面は少なく、全体的にずっとハイスピー

ドを維持しながら、時として細かいナビゲーション能力を

要求するコースとなっている。 

 

立入制限（クローズ）区域 

 本大会に参加を予定している者は、オリエンテーリング

を目的として、以下に示す区域への立入を本大会開催まで

禁止します。（議論途中の 12/5 より発効中、本年 8月に合

宿で使用実績があり、それ以降当該範囲は、12/19 の関東

ミドルセレ以外では使用されていない） 但し、日光宇都

宮道路、南北に貫く県道小来川線の通行は妨げません。 



 
図 2：O-MAP「日光和泉」の東側約 2/5 がクローズ 

西側は練習で使用可能です。 

 
 

特記事項 

・ 本競技会では、いままでのインカレでは加入していた

傷害保険には加入しません。怪我などの場合の治療費

を保険で補填できません。心配な方は自分で保険に入

っておくようお願いします。保険証の持参を強く推奨

します。 

・ “地図”のところで触れたように、「日光和泉（日光

口）」と「日光例幣使街道」のテレイン間にはある程

度交通量のある２車線道路があります。誘導区間でこ

の道路を横断します。役員の指示に従って安全に注意

して横断して下さい。チャレンジクラス競技時間には

役員を置かない予定です。チャレンジクラス参加のか

たは自己責任において安全に注意して横断してくだ

さい。 

 

2 月 6 日（日）山リハリレー大会案内 

翌日は、この時期に学連合宿と連続して開催している、

インカレリレーのリハーサルを目的とした大会を例年通

り開催します。前年まで「関東リレー」と呼称していた大

会を、企画者の会社形態・会社運営理念を変更したことに

より、新たな呼称に変えました。「リハ」とはリハーサル

の短縮言葉で、まさに目的そのもの、この大会を 23 年前

に始めた初心に帰って提供していくことを意味していま

す。同時に関東インカレ団体戦も例年通り併設です（今年

から何チームでも選手権クラスに出場可能に変わりまし

た！）。ロング再レースが終了後はミニ合宿に夜メニュー、

そして翌日の山リハリレーと早速春インカレの方に切り

替えて準備を進めていきましょう。会場は同じくホテルフ

ァミテックです。 

 
http://www.orienteering.com/~ymoe/program.pdf 

にプログラムを掲載します（２月１日深夜、それまでは差

し替え用のダミーファイルを置いています） 

 

■問い合わせ 

大会全般に関して 

実行委員長 山川克則 

<rmo-s.yamakawa●nifty.com> ●＝アットマーク 

電話 090-8041-4673 
出来る限りメールでお願いします 

 

申込に関して 

エントリ担当 井戸美菜 

<spc68xk9●pony.ocn.ne.jp> ●＝アットマーク 

電話 090-7954-6052 
出来る限りメールでお願いします 

 

宿泊に関して（当日受付不在時） 

佐藤 俊 電話 080-5516-8930 
どちらに送ってよいかわからないときは両方に送信し

て下さい。 

 

 

 

スタートリスト 

【お詫び】学連メーリングリストでも広報したように

web 上にて先行公開したスタートリストは間違ったものを

掲載しています。以下に掲載するスタートリストが公式な

ものです。間違えのないようにスタートできるようにお願

いします。（太字はシード選手です） 

 

ME     

スタート時刻 名前 
学

年 
大学名 E-card 

11:36:00 大木 孝 4 東京 92743 

11:37:00 伴 毅 3 京都 レンタル 

11:38:00 佐藤 悠太 4 東北 407538 

11:39:00 寺田 啓介 2 京都 レンタル 

11:40:00 西田 知弘 3 金沢 154975 

11:41:00 小山達之 1 駿河台 409784 

11:42:00 高田 翔午 2 金沢 154961 

11:43:00 小山 博之 3 新潟 157827 

11:44:00 中井 智規 3 東北 410188 

11:45:00 保川 一歩 3 東京工業 146919 

11:46:00 田邉 拓也 3 東北 410208 

11:47:00 辻 晃 3 金沢 154984 

11:48:00 長谷 勉 3 一橋 139727 

11:49:00 堀田 遼   2 東京 139764 

11:50:00 太田 瑛佑 3 早稲田 139827 

11:51:00 中津留 聡士 3 京都 レンタル 

11:52:00 田村 晃太郎  2 東京 150121 

11:53:00 横井智哉 4 慶應義塾 129979 

11:54:00 菅谷 裕志 3 名古屋 92848 

11:55:00 三森 創一朗 4 東北 407525 

11:56:00 小澤 宏紀 4 名古屋 146909 

11:57:00 高橋 恒二 2 東北 411082 

11:58:00 浅利 直宏 4 名古屋 レンタル 

11:59:00 新見 健輔 3 東北 410199 



12:00:00 近藤 康満 1 名古屋 157408 

12:01:00 市脇 翔平 4 京都 64176 

12:02:00 中村 憲 2 東北 411322 

12:03:00 矢内 剣 4 東京 92793 

12:04:00 楠 恵輔 3 東京工業 146921 

12:05:00 矢野 貴裕 4 東京 92805 

12:06:00 大月隆寛 4 静岡 154860 

12:07:00 結城 克哉   2 東京 150125 

12:08:00 岩崎航 3 千葉 140823 

12:09:00 平野 弘幸 1 東北 157830 

12:10:00 石輪 健樹   3 東京 150884 

12:11:00 山本哲也 4 静岡 154899 

12:12:00 堀越 和宜 3 東京 137969 

12:13:00 北 翔太 2 金沢 154963 

12:14:00 戸田 瑛 4 東北 407261 

12:15:00 金津 壮一郎 2 金沢 154960 

12:16:00 関口 智大 2 東北 412183 

12:17:00 石坂 翼樹 2 金沢 154962 

12:18:00 石井 亘 2 東北 411164 

12:19:00 沢 厚太朗 4 名古屋 146690 

12:20:00 宮本 佳記 4 京都 64191 

12:21:00 三谷 洋介   2 東京 150118 

12:22:00 渡邊和樹 3 千葉 114990 

12:23:00 松井 健哉 4 名古屋 157415 

12:24:00 池田 純也 2 一橋 150110 

12:25:00 新城 大樹 4 東京工業 412458 

12:26:00 齋藤 翔太 4 一橋 146680 

12:27:00 岡本 将志 4 早稲田 139753 

12:28:00 内田 亘紀 3 名古屋 146682 

12:29:00 中野 雅之   3 東京 139730 

12:30:00 瀧本 拓央 3 名古屋 157923 

12:31:00 山上 大智 4 東京 92716 

12:32:00 大嶋 拓実 3 東京工業 412457 

12:33:00 立川 悠平 3 新潟 157852 

12:34:00 石黒 裕將 3 岩手 147879 

12:35:00 小林 遼 4 東京 92739 

     

WE     

11:56:00 小栁 優紀 2 実践女子 150120 

11:57:00 吉川 真由 2 椙山女学園 157407 

11:58:00 若山亜美里 4 静岡 154914 

11:59:00 水野志織 3 奈良女子 レンタル 

12:00:00 井上 舞 3 東京工業 146918 

12:01:00 高嶋 智美 2 岩手県立 129935 

12:02:00 倉田美知子 2 千葉 116322 

12:03:00 水原真実 2 岩手 147893 

12:04:00 宮 恵美 2 宮城学院女子 412647 

12:05:00 成田結花 3 日本女子 140760 

12:06:00 太田夏美 4 千葉 115003 

12:07:00 小玉 千晴 3 椙山女学園 122323 

12:08:00 高橋 美誉 1 岩手 147882 

12:09:00         

12:10:00 寺岡 倫子 4 獨協 レンタル 

12:11:00 西谷 佳菜 3 京都女子 レンタル 

12:12:00 南枝美希 3 日本女子 140759 

12:13:00 池澤 芽衣 3 相模女子 114678 

12:14:00 畠山 真紀 2 岩手 147880 

12:15:00 浅川 里佳子 3 実践女子 139735 

12:16:00 青木 佳世 2 東北 411429 

12:17:00 江口 沙綾 3 岩手 122797 

12:18:00 水野 綾子 4 東北 412635 

12:19:00 水野 日香里 4 椙山女学園 157414 

12:20:00         

12:21:00 平方 遥子 2 東北 411214 

12:22:00 田代祐香里 4 日本女子 140755 

12:23:00 新井 宏美 4 新潟 157850 

12:24:00 佐野 まどか 3 東北 410213 

12:25:00 田村 佳菜子 2 岩手県立 129980 

12:26:00 林 美樹 3 十文字女子 77020 

12:27:00 田村 蓉子 3 東京工業 412456 

12:28:00 永倉 由美子 3 立教 139752 

12:29:00 後藤 梨恵 3 椙山女学園 122314 

12:30:00 芦澤 咲子 2 相模女子 114723 

12:31:00 柴田 彩名 4 椙山女学園 122796 

12:32:00 宮崎有佳 4 日本女子 140757 

12:33:00         

12:34:00         

12:35:00 高野 美春 4 十文字女子 412173 

 

チャレンジクラススタートリスト 

 

Challenge-ME 一般    

10:30:00 谷川友太     84959 

13:20:00 小暮 喜代志     76925 

13:21:00 津國 真敏     レンタル 

13:22:00 太田 貴大     407258 

13:23:00 玉木 圭介     レンタル 

13:24:00 瀧川英雄     128813 

13:25:00 蔵田 真彦     38792 

13:26:00 田濃 邦彦     412157 

13:27:00 八神遥介     レンタル 

13:28:00 藤生 考志     412628 

13:29:00 赤坂 太郎     レンタル 

13:30:00 海老成直     レンタル 

13:31:00 石井 龍男     409862 

13:32:00 寺村大     84298 

13:33:00 岩田 竜一     レンタル 

13:34:00 多田宗弘     409818 

13:35:00 津島直樹     117464 

13:36:00 林真一     86160 

     

     



Challenge-ME 学生    

13:00:00 佐藤 広志 3 岩手大学 147878 

13:01:00 橋本 知明   東海高校 407259 

13:02:00 内山 将一 2 東北 410194 

13:03:00 岡村 真之介   桐朋高校 14793 

13:04:00 熊澤 慎介 2 名古屋 146916 

13:05:00 深田 恒   東海高校 407450 

13:06:00 大村 拓磨 2 名古屋 150064 

13:07:00 澤口弘樹   桐朋高校 147930 

13:08:00 前田 悠作 1 名古屋 154992 

13:09:00 白松幸起 3 慶應義塾 129943 

13:10:00 角田 貴大   東海中学 407507 

13:11:00 福田 雄希 3 京都 64152 

13:12:00 宮西 優太郎   東海高校 407278 

13:13:00 吉富 哲志 3 名古屋 146684 

13:14:00 横田 塁 3 岩手大学 147876 

13:15:00 松尾 遼 2 京都 レンタル 

13:16:00 三善 研吾 2 名古屋 146686 

13:17:00 岡本 耀平 2 京都 レンタル 

13:18:00 谷口 寛彰 3 早稲田 139829 

13:19:00 堀江 悟 1 名古屋 レンタル 

     

Challenge-WE 一般    

10:30:00 関谷麻里絵       

13:02:00 八尋 弓枝     146770 

13:03:00 大塚 校市     483411 

13:04:00 高野 由紀     408515 

13:05:00 渡辺 円香     77045 

13:06:00 小西 宏     410164 

13:07:00 横澤 夕香     レンタル 

13:08:00 森 竜生     411168 

13:09:00 吉野  信     64194 

13:10:00 増山 歩     レンタル 

13:34:00 井手恵理子       

     

Challenge-WE 学生    

13:00:00 宮川 早穂   ES 関東 C 412171 

13:01:00 山岸 夏希   
公文国際学園

中等部 
レンタル 

 

チームオフィシャルリスト 

 

名前 大学名 E-card 

堀越 裕之 東京工業   

横田 勇輝 金沢 154959 

高島 拓也 金沢 154954 

小見山斉彰 千葉大学   

花木睦子 千葉大学   

登坂祥大 慶應義塾   

柴本 浩児 一橋 150880 

浜端 紀行 十文字女子学園 63900 

茂木 尭彦 東京   

水木 啓介 早稲田   

稲岡奈々 日本女子   

栗城 吾央 岩手県立   

小林 正朋 名古屋   

片岡 裕太郎 名古屋   

大類健介 静岡   

藤森祐耶 静岡   

前田 肇 実践女子   

久保 貴大 新潟 157420 

宗形 俊 新潟 157829 

田仲 圭 新潟 154122 

柏倉 圭介 宮城学院女子   

久米 航 東北 レンタル 

大橋 悠輔 東北 レンタル 

八重樫 集 東北 レンタル 

 

ミニ合宿のみ参加者リスト 

 

安田 忠寛     レンタル 

小室 隆之 横浜国立 3 63980 

鈴木 栄一 千葉 OLK   483407 

飯野 真理子 十文字女子学園 4 92789 

田中 千晶 お茶の水女子 1 150115 

石野 夏幹   東京 1 150107 

小石原 暉   東京 1 150108 

真保 陽一   東京 1 150109 

鈴木 良広   東京 1 レンタル 

山本 淳史   東京 1 150114 

牧野達哉 東京 1 150112 

井戸川祥子 日本女子 3 140758 

内山美弥 日本女子 3 139828 

磯田 みつき 実践女子 1 レンタル 

林 梨花 実践女子 1 レンタル 

今井 友之 新潟 2 157418 

小林 賢太朗 新潟 4 157851 

石井 涼大 新潟 2 157855 

菅野 敬雅 東北 1 410193 

小林 洋平 東北 1 412166 

佐藤 大典 東北 1 411158 

関 淳 東北 1 412165 

田力 明洋 東北 1 411160 

守永 翔一 東北 1 157841 

冨家 遼子 横浜市立 1 114725 

藤澤 陸 横浜市立 1 114768 

藤原 吉高 一橋 1 レンタル 

細淵 晃平 一橋 1 412614 

 

●その他の宿泊受入者 

 

春名 敦子 お茶の水 

宮田 理紗 実践女子 

保前 保 千葉 



小林 隆昭 千葉 

八重樫 優一 千葉 

尾崎 健士 千葉 

青柳 琢 千葉 

神山 康 早稲田 

岩瀬 祐介 早稲田 

笠原 綾 日本女子 

女子 2 名追加 新潟大 

 

以上 

運営スタッフ： 
実行委員長：山川克則 
イベントアドバイザ：大西康平 
運営責任者：宮崎大地 
演出：田村直登、小泉佳織、嵯峨駿佑、黒田勇人、 

齋藤遼一、幸谷奈津美 
フィニッシュ：燧暁彦、山本峻丸、多比羅大、江坂優 
    井上博人 
会場：古里亮太、村越怜、磯田みつき、田中千晶、 

羽野嵩志、深澤至貴、鵜瀬和秀、谷祐樹、 
山川順子 

受付・会計：佐藤俊、井戸美奈、千代澤健右 
スタート：井手恵理子※、室田知宏、林真一※ 
横断ラジコン：入谷健元、纓坂 尚、関谷麻里絵※ 
救護：真名垣友樹、角田明子 
※チャレンジ出走兼任 学生選手を負かす鼻息！ 


