
Komagane Highland Compe 2013 

（オリエンテーリング）駒ヶ根高原大会 2013 
    大会プログラム 
                    ２０１３年８月２４日（土）～２５日（日） 

 
オリエンテーリング駒ヶ根高原大会２０１３に多数ご参加いただき、誠にありがとうございます。本大会の立ち上げの

きっかけは、まずは昨年一旦風呂敷を広げながらも大会開催を断念せざるを得なかったことへのリベンジ、つまり、この

わが国有数の好オリエンテーリングテレインである駒ヶ根高原が、この先もずっとそうあり続けるための定期的な行事

開催というのがありました。お蔭様で、普段の合宿とかでは、施設利用の他のお客様への迷惑から組んではいけないよ

うなコース設定も、ケビン棟を独占的にオリエンティアで使用しているという前提があり、今回のみ提供可能になってお

ります。また、今年恒例の７人リレーが変則的に１２月１日開催であることからの替わりの夏のイベントというよりは、大会

のスタイル的には、ここ２年夏に開催してきた“山川キャンプ”の流れを汲み、それをアフターメニューで山川キャンプの

要素を入れながらも、一部大会化（しかも全日本選手権の予選となる公認大会化）したものである、ということができます。

来る各種目の全日本選手権へ、この大会が大きなステップアップへの機会になっていただければ幸いです。愛知県協

会・東海中高・北信越学連他の皆様には、アフターキャンプ込みでどっぷり駒ヶ根高原のテレインをお楽しみ下さい。ま

た、大会準備で皆様と接していますと、夏山登山や観光と兼ねてご参加の方も多いように見受けました。オリエンテーリ

ング以外でも色々楽しんでいっていただければと思います。それでは直前になりましたが、大会参加をお待ち申し上げま

す。どうやら大会の当日のみ連日の猛暑ではなく、雨が降るとの予報も出ております。両日とも青空会場ですので、それ

なりのご準備をお願い申し上げます。 
                                   （ヤマカワオーエンタープライズ 山川克則） 

 

 

 

 

 

 

 

ヒロシです 

ヒロシです 
ヒロシです 

主催：(有)ヤマカワオーエンタープライズ 
共催：長野県オリエンテーリング協会 
協力： 駒ヶ根高原家族旅行村（中央アルプス観光） 
    （http://www.chuo-alps.com/family/index.html） 

orienteering.com 
 

 
 
会場： 
８月２４日（土） 駒ヶ根市南割 アルプス球場 
  【自家用車】中央自動車道「駒ヶ根ＩＣ」より東へ５００ｍ、「北原」の交差点を右折、広域農道「中央アルプス 花の道」に入り南へ約２ｋ

ｍ、「南割」の交差点を右折、西に５００ｍ走り中央道を潜ったところで南へ２００ｍ。駐車場は、図のように野球場外のもののみを利用。 

 
８月２５日（日） ＜公認ＢおよびＳ大会＞駒ヶ根高原家族旅行村 

【自家用車】中央自動車道「駒ヶ根ＩＣ」より２．４Ｋｍ。駐車場は図のように進行方向右側のもののみを使用。 

 

【公共交通】新宿駅、および名古屋駅より高速バス便があります。「駒ヶ根インター」下車。 

    ※２日間ともテープ誘導は行いません。 

 

駒ヶ根高原は夏でもとっても涼しいよ!!  蜘蛛の巣やヤブに悩まされることなく、思う存分フラットできれいな林を直
進できるのも駒ヶ根ならでは。 

 
昨年の駒ヶ根高原山川キャンプより 

あなたも駒ヶ根の疾風になる。 

２５日は公認Ｓ（スプリント）と公認Ｂ（ミドル） 



タイムスケジュール              

 開催日  土日で別々のテレインです。 受付時間 スタート フィニッシュ閉鎖 

 駒ヶ根高原南部で多彩なキャンプメニュー  10:00～15:00       随時  16:00 

   レース形式でちょっと長目のミドル（最初はこれ）  11:00～15:00       随時        16:00 

   （愛知県選手権＝スタート時刻指定＝を併催します）       
   8/24（土） 

   アフターは同時スタートでのファシュタ（リレートレ）  ＋ロングレッグ 14:30～ 16:30 

（JOA 公認 B）ミドル･ディスタンス競技（少し長目）   ８:00～９:30   9:00～10:19        11：49 ８/25（日） 

（JOA 公認 S）スプリント競技   ８:00～12:00   12:40～14:03        15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プログラムを隅から隅までちゃんと読まなくても参加できるように、 初に要点・要約をご案内します。（本文とはなるべく重

複しないようにしています。） 

 

 

【スタートまで】  

２４日ミドル・アフターメニュー 会場から黄色テープ誘導５分 会場＝フィニッシュ 

  ２５日 公認ミドル 会場から黄色テープ誘導１０分 会場＝フィニッシュ  

        公認スプリント 会場すぐ前からスタート 会場＝フィニッシュ 

        アフターメニューのスタートは公認ミドルと同じ 

        （愛知県協会合宿は別会場） 

  ２６日 アフターキャンプ 会場：ケビン２０号棟前 （愛知県協会、山川キャンプ合同）  

 

【バックアップラベル・位置説明（ディスクリプション）表】 本部・受付で配布（スタートで配布ではない！）   

    バックアップラベルは、レース形式の３つ（土曜ミドル、公認ミドル、公認スプリント）のみ使用 

    キャンプメニューではバックアップラベルは使用しません。 

バックアップラベルのレース中の剥がれ落ち例がよく報告されておりますが、補強は各自でお願いします。 

 

【地図の耐水加工】 

    試合形式の３レース（土曜ミドル、公認ミドル、公認スプリント）が、耐水加工済（ビニール袋密封）、 

    合宿形式のメニューは、各自でビニール袋を用意（主催者は、競技運営用に準備した物の残り若干数を頒布可能、 

チャックつき２０円、チャック無し１０円、用意できるのはすぐになくなる程度の量です。（基本各自でご用意を） 

 

【競技地図のピックアップ】 

     セルフピックアップ方式です。地図裏に薄く大きな文字でクラスが印刷されています。 

     地図の取り間違いは自己責任になります。 

 

【給水】 大会主催者では用意していません。流れの急な小川の水は飲用しても問題はないです。（上流に汚染の原因にな

るようなものは一切ありません。）ただし自己責任で、主催者は、それで腹を壊したことはありません。 

 

【キャップメニューの当日参加】 地図がある限り可能ですが、事前連絡が無いと、その場で印刷することがあるかも。運営

サービスの優先度は低いので、できる限り前夜２０時までに連絡を。連絡いただいた分の地図は事前に用意します。 

 

【スプリントの靴】 制限無し、自由です。 

 

【キッズオリエンテーリング】 土日ともごく簡単な、小さなお子様用のオリエンテーリング体験コースを用意します。通常

の競技運営が回り始めたら、開設します。参加費は２００円、お菓子つき。 

 

【会場の日帰り温泉】 オリエンテーリング参加者は５０円引きの５５０円で利用できます。 本プログラムに割引券掲載、本

部にも割引券を常備しています。 

 

【障害保険】 土日のみ主催者で、団体加入しています。しかし十分なものではありませんので、各自で保険に加入されて

おくことをお薦めします。もし保障の対象になるような怪我をされた場合は、主催者に申告下さい。 

 



２４日について 

 
受付は、会場図で示したように、野球場の外周の路上になります。陣取りは、野球場の法（のり）面、車の中などを利用し

て下さい。雨の予報なので、それなりの準備をお願いします。青空会場です。女性用の更衣テントは、本部横に主催者が

用意しています。トイレは野球場のものを利用（更衣もできればこちらで）。野球場では大きな試合が予定されており、この

日の来場者は多いとのことです。基本的に、オリエンテーリング参加者は走る間だけ車を止めておき、各自あらかじめ決

められた時間の中で、オリエンテーリングを楽しむ方式。一定の時間に集中することのないようにご協力を願います。オリ

エンテーリング以外の時間は観光などでお過ごし下さい。スタートは各自の都合でリフトアップ方式です。(愛知県選手権

のみ、スタート時刻付与、愛知県協会のｗｅｂにて) フィニッシュは、パンチングフィニッシュ方式。 

 

レンタルＥ－Ｃａｒｄは、セルフサービスでピックアップしていく方式。２日間レンタルの方は、２日間お貸ししたままになり

ますので、各自で管理してなくさないようにして下さい。 

 

地図 縮尺 １：１０，０００ 等高線間隔 ５ｍ、走行可能度表示 ４段階 

 

コース距離 ｍｉｄｄｌｅ１ ３．９ｋｍ ↑３００ｍ 

ｍｉｄｄｌｅ２ ３．０ｋｍ ↑２４０ｍ 

ｍｉｄｄｌｅ３ ２．８ｋｍ ↑２１０ｍ 

ｂｉｇｉｎｎｅｒ ２．０ｋｍ 

「駒ヶ根高原」のテレインの南部（扇状地でない側、急斜面が多い側）を使用。会場のすぐ近くからスタートする分、

前半に登りが集中する。（お詫び：翌日の公認大会ほど地図が最新情報に更新されていない場合も散見されるかと思いますが、山川の体

力的・闘病的な問題から何卒大らかな心で受け取っていただければと存じます。） 

当日参加も事前と同額（要項で案内忘れ・・すみません） しかし、なるべく事前に連絡下さい。 

料金：一般１５００円、学生１３００円、高校生以下１０００円、レンタルＥ－Ｃａｒｄ ＋３００円 

アフターメニュー（計時あり）  

ファシュタＡ・Ｂ ２．７～２．８ｋｍ 

ロングレッグ ５．５ｋｍ 

 会場から黄色テープ誘導５分 会場＝フィニッシュ 

料金：（ファシュタ）一般１０００円、学生８００円、高校生以下５００円 

(ロングレッグ)要項では、案内しませんでしたが、北信越学連からの要望で加えました。 

こちらのメニューも追加で参加したい人は＋３００円で受け入れます。但し、地図は事前に連絡をいただいた

人の分を用意します。ファシュタ無しで、ロングレッグのみの場合の料金はファシュタと同額になります。 

ロングレッグは、縮尺１０，０００分の１地図の他、希望により１：１５，０００地図も用意します。（事前連絡要） 

 

トレーニングのやり方 

ファシュタ ２人以上なるべく似たような実力の者で集団を形成して一斉スタートで、競い合いを演出しながら走る体

験をする。集結するコントロールでリセットすることもお好みに応じて。また、ペアで地図を交換して、別のパタンで２周

目を走ってみるというのもあり。いずれの場合もステータスを申告していただければすべて計時は致します。 

ロングレッグ ロングレッグを３本含む、ロングレッグ以外はＪＯＧでもＯＫ、ルートを変えて走ってみるのもＯＫ 

全部行うと、かなりの強度になるが、だれないように集中して行うのが効果的。扇状地部分は翌日に使用するので、今

回のロングレッグは、扇状地部分込みでのレッグではない。その分このテレイン的には、バリエーションの多いレッグに

はなり得ていないので、そこはご容赦願いたい。 

 

コントロール撤収 

この日のすべてのメニューは、１６：３０になりましたら全部撤収致します。（基本スタッフで撤収致しますが、参加者の

方にも協力いただければ幸いです。）翌日以降に、再度練習することはできませので、お含み置き願います。 

 

【参加者（申し込み者）リストは、巻末に別掲】 

 



２５日について 

 
本部・受付は、家族旅行村広場、ステージ内になります。受付担当者から個別にメールを差し上げているかと思います

が、過不足のある方は清算をお願いします。 
コース距離・スタートリストは、ｗｅｂ上で別掲しています。 
女性用の更衣テントは主催者もステージ横に用意しています。青空会場ですので、各自・各クラブでテント・タープ・シ

ート等をご用意下さい。 

 

地図 

（スプリント） 縮尺 １：４，０００ 等高線間隔 ２．５ｍ 走行可能度 ４段階表示＋通行禁止の５種で表示 Ｂ５判 

（ミドル） 縮尺 １：１０，０００ 等高線間隔 ５ｍ 走行可能度 ４段階表示 Ａ４判 

 

 

 

 

（ＪＯＡ公認Ｂ）ミドルディスタンス競技  ８月２５日（日） 
 

◆競技形式・通過証明方式・優勝設定時間・競技時間 
ポイントオリエンテーリング、リレー相当の長さを視野の少し長目のミドル・ディスタンス。位置説明はＩＯＦ記号（ＪＳＳＤ２００７）。スタート時刻事前指定。

Ｅｍｉｔ社のｅ－ＣＡＲＤ使用、マイＣＡＲＤ使用可能。優勝設定時間は、各クラスとも３５分。競技時間は１時間３０分。リフトアップ・パンチングフィニッシュ方

式。 

 

◆コース設定者・競技責任者 
山川克則 
 
◆大会コントローラ 
広江淳良 
 

◆当日申し込み用のクラス・参加費 
ｅ－ｃａｒｄレンタル ＋３００円 

（２レース分だと＋５００円、前日からの通しレンタルも＋５００円） 

当日申込（ＯＡ：参考記録） ２，５００円 

当日申込（ＯＢ：参考記録） ２，０００円 
当日申込（２０歳以下，上記に） －５００円 

 
◆Ｍ２１クラスは申し込み者多数のため、２クラスに分割しました。全日本大会エリートクラスへの、参加資格については、Ｍ２１－１、Ｍ２１－２それぞれに
ついて上位５名に入った者に対して、付与されます。 

 
（ＪＯＡ公認Ｓ）スプリント競技（第４回山スペ） ８月２５日（日） 

 

◆競技形式・通過証明方式・優勝設定時間・競技時間 
ポイントオリエンテーリング、スプリント種目。位置説明はＩＯＦ記号（ＪＳＳＤ２００７）。スタート時刻事前指定。Ｅｍｉｔ社のｅ－ＣＡＲＤ使用、マイＣＡＲＤ使

用可能。優勝設定時間は、各クラスとも１２分。競技時間は１時間。リフトアップ・パンチングフィニッシュ方式。 

 

◆コース設定者・競技責任者 
山川克則 
 
◆大会コントローラ 
広江淳良 
 

◆当日申し込み用のクラス・参加費 
当日申込（ＯＡ，ＯＢ：参考記録） ２，０００円 

当日申込（２０歳以下，上記に） －５００円 
     （当日申込に、ミドルとの両方エントリーの割引はありません） 

 
◆Ｍ２１クラスは申し込み者多数のため、２クラスに分割しました。全日本大会エリートクラスへの、参加資格については、Ｍ２１－１、Ｍ２１－２、Ｗ２１それ
ぞれについて優勝者の所要１５０％以内（分で切り上げ）入った者に対して、付与されます。 
 

 
山スペについて 
（山スペ）の概要については、http://www.orienteering.com/event_info/2011/0219/yamasp_01.pdf を参照下さい。チャンピオンに挑戦するタイト

ル戦（チャンピオンから見れば防衛戦）になります。前回大会の男女の 高クラスのチャンピオン（松澤俊行さん、加納尚子さん）は参加費無料で招待さ

れ、全員の今日の成績が掲示されたあと、衆人環視の中で出走し、タイトル防衛めざして疾走します。タイトルを取ることは一回勝てば良い事、山スペタ

イトルの本当の価値・難しさは、防衛してこそ、防衛を重ねてこそ、本当に価値あるチャンピオンである、そういう位置づけの大会を目指しています。 

マレットゴルフ場とボブスレー場が閉鎖、新たなオリエンテーリングテレインに！ ４月のＷＯＣセレとも趣向を変え

た新鮮なコースを提供します。ケビンをオリエンティアで占拠でしたので、制約も緩く、より面白いコースが提供可

能となりました。 



第１回チャンピオン 小林遼 渡辺円香     第２回チャンピオン 藤沼崇 皆川美紀子     第３回チャンピオン 松澤俊行 加納尚子 
 未だ防衛記録は無し。 初に防衛に成功するのは誰であろうか？ 
 
※山スペはブランド戦であり、タイトル戦です。山川が直接地図や運営に関わらないスプリント大会でも、「山スペ」という大会名を冠することができます。
あなたのクラブ（団体）の大会も是非、山スペ開催に名乗り出て下さい。賛同していただける大会を募集中です。よろしくお願い致します。詳しくはお問い
合わせ下さい。 
 
※※今回、女子ディフェンディングチャンプの加納さんは、ＭＴＢＯ世界選手権参加の為、参加されません。男子女子ディフェンディングチャンプの松澤
さんについては、Ｍ２１－１、Ｍ２１－２の速い方のタイムを出したクラスのコースを走り、それを破るタイムで走破した時にタイトル防衛となります。 
 

表彰 
表彰は、ミドル・スプリントまとめて、松澤さんの出走後直ちに行います。山スペでは、特製のオリジナル缶バッジ、ミドルについては、地元特産品の商

品を予定しています。 
 
注意事項など 
 
・大会参加で出たゴミは基本的には各自持ち帰って下さい。 

・事前申込の方は、主催者でスポーツ障害保険に加入しますが、補償額はそれほど大きなものではありません。各自でもできれば加入していただくとともに、

健康状態を考え、無理の無い行動をお願いします。 

・両日とも青空会場です。２５日日曜はステージがある広場が会場です。女性用の更衣所として、大会主催者でもテントを用意しますが、クラブでも用意でき

る所は持参くださるよう是非よろしくお願いします。また日除けの為のタープやシートなども必需品かと思います。 

・基本的には、雨天でも開催しますが、台風や落雷、局地的な集中豪雨など参加者の安全確保が保証されないと判断される時には大会を中止します。そ

の際には、参加費の返還は行いませんので、予めご了解下さい。 

・本大会申込みに際して得た個人情報は本大会以外の用途には使用しません。 

・会場の日帰り温泉の割引券を用意しています（本冊子巻末にも掲載）。但し、オリエンテーリングで汚れた泥等をお風呂に持ち込むことは厳に謹んで下さ

い。過去にも汚れがひどく、顰蹙を買ったことがありますので、特にご注意下さい。 
 
問合せ先 山川まで、できる限りメールで  

y m o e ● o r i e n t e e r i n g . c o m   

電話は、０９０－８０４１－４６７３ 

 
（合宿用アフターメニュー） ８月２５日（日）～２６日（月） 

 
２５日 愛知県協会合宿：専属コーチの元に、別テレイン・別メニューで行います。 

ＹＭＯＥアフターキャンプ （北信越学連、筑波大、韓国チーム、その他個人でご照会いただいた方）： 

リロケートトレーニング（やり方は現場で説明します）、ランニングオブザベーション、サーキットが行えます。公認ミドル競技のコントロールを利
用します。この日の参加費は一人５００円、地図は各個人がどれだけ利用しても参加費は同じです。 

２６日は、ケビン２０号棟をベースに、愛知県協会とＹＭＯＥキャンプ合同で行います。メニュー内容は、オリエンテーリングの基本技術の根本的な習

得をメインに、線状特徴物をたどるラインＯ、コンパスによるラインＯ、前日の復習、まとめのレース等になります。解散は１４：００頃。この日の参加費は
一人１０００円です。今から、個人参加したいという方もできるだけお応えしたいと思いますので、事前に問い合わせ先まで連絡下さい。 

 

 
 
 
 

大会プログラム ２０１３年８月2１日発行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

駒ヶ根のこんな森で待っています!! 
 

 

 



２４日ミドル、リレートレエントリリスト （２５日公認ミドル、公認スプリントのスタートリストはｗｅｂ上別掲） 
 

氏名 所属 Ｅカード番号 Ｅカード備考 初日ミドル 初日アフター 

田村 尚也 東海中学校 183152   biginner   

茅根 圭吾 東海中学校 183153   biginner   

木村 宏司郎 東海中学校 184780   biginner   

中川 豪 東海中学校 184781   biginner   

田中 達也 東海中学校 184782   biginner   

杉浦 弘洋 東海中学校 184824   biginner   

髙橋 優心 東海中学校 184825   biginner   

佐久間 勇斗 東海中学校 184875   biginner   

祖父江 有祐 東海中学校 184891   biginner   

阪井 政文 東海中学校 184897   biginner   

羽田 拓真 東海中学校 185049   biginner   

羽藤 大晴 東海中学校 185052   biginner   

小林 弘汰 東海中学校 190162   biginner   

酒井 隆成 東海中学校 190163   biginner   

柴田 涼平 東海中学校 190174   biginner   

服部 柾宏 東海中学校 190175   biginner   

中村 友哉 東海中学校 190185   biginner   

滝 晴樹 静岡ＯＬＣ 170168 EK897 biginner 参加する 

滝 雄介 静岡ＯＬＣ 170178 EK899 biginner 参加する 

滝 幸太 静岡ＯＬＣ 169974 EK881 biginner - 

村上 澄代 晴れの国岡山 OLC 185293   biginner 参加する 

山崎 祐実 KOLC 184820   biginner - 

土田 美和 KOLC 184890   biginner - 

立川 大輝 KOLC 184856   biginner - 

岩崎 郷史 北信越学連 183036   biginner 参加する 

清水 浩太 北信越学連 79266   biginner 参加する 

中村 里奈 筑波大学 84002   biginner 参加する 

直井 萌香 筑波大学 84004   biginner 参加する 

松本 直大 筑波大学 84005   biginner 参加する 

林 浩平 筑波大学 84006   biginner 参加する 

田島 和明 筑波大学 84012   biginner 参加する 

上田 聖也 筑波大学 84015   biginner 参加する 

横田 望 筑波大学 84026   biginner 参加する 

田中 基成 筑波大学 84808   biginner 参加する 

谷田 幸隆 筑波大学 84821   biginner 参加する 

赤坂 太郎 - 170000 EK885 middle1 - 

齋藤 和助 京葉ＯＬクラブ 170005 EK886 middle1 - 

青木 洸則 北大 OLC 170010 EK887 middle1 参加する 



昆野 郁 北大 OLC 170015 EK888 middle1 参加する 

横山 朋弘 北大 OLC 170020 EK889 middle1 参加する 

榊原 啓人 北大 OLC 170025 EK890 middle1 参加する 

赤井 秀和 静岡 OLC 412190   middle1 参加する 

森 竜生 横浜 OL クラブ 411168   middle1 - 

大林 俊彦 大阪ＯＬＣ 173280   middle1 - 

鈴木 挙直 京葉 OL クラブ 170035 EK892 middle1 参加する 

林 城仁 渋谷で走る会 170050 EK895 middle1 - 

小山清 京葉ＯＬクラブ 170055 EK896 middle1 - 

田代 雅之 静岡 OLC 410202   middle1 参加する 

加藤弘之 - 410183   middle1 - 

永瀬 真一 ＫＯＬＡ 183175   middle1 - 

滝 正晴 静岡ＯＬＣ 412477   middle1 参加する 

新見 和教 チームちょるる 170183 EK900 middle1 参加する 

櫻本 信一郎 京葉 OL クラブ 478441   middle1 参加する 

藤生 考志 東京 OL クラブ 413328   middle1 - 

早野 哲朗 京葉 OL クラブ 401342   middle1 - 

木村 友佳 長野高専 400735 GM1015 middle1 参加する 

高野 純一 静岡 OLC 170192 EK902 middle1 参加する 

長縄 知晃 静岡 OLC 478425   middle1 参加する 

杉村俊輔 東北大 OLC 161242   middle1 参加する 

菅野敬雅 東北大 OLC 412186   middle1 参加する 

齋藤真 東北大 OLC 171621   middle1 参加する 

斎藤健太朗 東北大 OLC 171813   middle1 参加する 

大原 卓 晴れの国岡山 OLC 185291   middle1 参加する 

池田 俊彦 つるまい OLC 134721   middle1   

田畑 清士 静岡ＯＬＣ 171698 EK905 middle1 参加する 

寺田 啓介 朱雀 OK 76882   middle1 参加する 

寺村 大 朱雀 OK 84298   middle1 参加する 

岡本 健一 朱雀 OK 171470 EK906 middle1 参加する 

入谷 健元 朱雀 OK 66052   middle1 参加する 

松本 佳也 北大 OLC 171650 EK914 middle1 参加する 

登坂 祥大 KOLC 184894   middle1 参加する 

鈴木 慎一郎 KOLC 184783   middle1 - 

犬山 諒洋 KOLC 184899   middle1 参加する 

末続 文正 KOLC 184905   middle1 - 

戸上直哉 東工大 OLT 180469   middle1 参加する 

水嶋 孝久 入間市 OLC 483424   middle1 - 

西村直哉 - 169985 EK882 middle1   

坪居 大介 つばめ会 180491   middle1 参加する 



山下 恵右 静岡大学 OLC 154860   middle1   

馬場 泰光 静岡大学 OLC 154848   middle1   

金田 隆聖 静岡大学 OLC 154849   middle1   

吉竹 洵人 静岡大学 OLC 154850   middle1   

寺田 侑司 静岡大学 OLC 154899   middle1   

小栗 淳之介 静岡大学 OLC 171633   middle1   

吉崎 薫登 静岡大学 OLC 171667   middle1   

福田 雅秀 川越 OLC 190125   middle1 参加する 

福原 正三 川越 OLC 146720   middle1 参加する 

岡部 淳 入間市 OLC 410175   middle1   

前田 洋 - 171700 EK923 middle1 - 

後藤 陽一 朱雀 OK 171701 EK924 middle1 参加する 

田濃 邦彦 静岡 OLC 412157   middle1 - 

大木 孝 みちの会 157881   middle1 参加する 

辻 晃 北信越学連 183095   middle1 参加する 

北 翔太 北信越学連 183094   middle1 参加する 

石坂 翼樹 北信越学連 183093   middle1 参加する 

横山 理恵 北信越学連 183092   middle1 参加する 

池嶋 美佳 北信越学連 183090   middle1 参加する 

小山 健司 北信越学連 183089   middle1 参加する 

高嶋 健伍 北信越学連 183088   middle1 参加する 

松澤 卓也 北信越学連 183087   middle1 参加する 

島倉 侑志 北信越学連 183085   middle1 参加する 

春日 直也 北信越学連 183084   middle1 参加する 

鈴木 宏明 北信越学連 183083   middle1 参加する 

五味 あずさ 北信越学連 183082   middle1 参加する 

佐藤 颯汰 北信越学連 183033   middle1 参加する 

清水 健司 北信越学連 129939   middle1 参加する 

小松 和輝 北信越学連 79262   middle1 参加する 

村田 祐貴 北信越学連 76931   middle1 参加する 

高橋 祐貴 北信越学連 488139   middle1 参加する 

石井 伸明 北信越学連 173284   middle1 参加する 

福井 莉子 北信越学連 183066   middle1 参加する 

不破 美沙 北信越学連 76969   middle1 参加する 

山本 遼平 北信越学連 77000   middle1 参加する 

中村 浩之 北信越学連 157852   middle1 参加する 

野村 隼大 北信越学連 79265   middle1 参加する 

久須美 裕 北信越学連 157827   middle1 参加する 

立川 悠平 北信越学連 488133   middle1 参加する 

山口 拓也 浜松ＯＬＣ 92850   middle1 - 



国沢 五月 トータス 171741 EK934 middle1   

国沢 楽  トータス 412177   middle1   

中島 嘉久 静岡 OLC 84945   middle1 参加する 

内藤 愉孝 浜松 OLC 401958   middle1 参加する 

横井 和樹 筑波大学 189711   middle1 参加する 

後藤 孔要 筑波大学 189726   middle1 参加する 

松井 俊一 筑波大学 189727   middle1 参加する 

野本 圭介 筑波大学 161187   middle1 参加する 

村瀬 貴紀 筑波大学 161189   middle1 参加する 

栗原 佑典 筑波大学 161190   middle1 参加する 

那須 佳祐 筑波大学 161191   middle1 参加する 

小柴 滉平 筑波大学 161192   middle1 参加する 

松下 睦生 京大 OLC 114665   middle1 参加する 

伊藤 陵 京大 OLC 64048   middle1 参加する 

太田 裕士 京大 GGC 64059   middle1 参加する 

糸井川 壮大 京大 OLC 64057   middle1 参加する 

笠間 悠輔 東海 OB 171751 EK935 middle1 参加する 

宇井 賢 京大 OLC 171753 EK937 middle1 参加する 

安中 勇大 京大 OLC 64022   middle1 参加する 

小菅 一輝 京大 OLC 64113   middle1 参加する 

町井 稔 長野県協会 400473 GM1029 middle1   

樽見典明 三河 OLC 83129   middle1   

前田裕太 三河 OLC 183079   middle1   

菅谷裕志 OLC ルーパー 92848   middle1   

松井健哉 OLC ルーパー 157415   middle1   

谷川友太 OLC ルーパー 87666   middle1   

長谷川 望 東海高校 92754   middle1   

伊藤 正貴 東海高校 92824   middle1   

稲森 剛 東海高校 92854   middle1   

種市 雅也 東海高校 92855   middle1   

大久保 雄真 東海高校 92856   middle1   

二村 真司 東海高校 92861   middle1   

浅井 健杜 東海高校 92864   middle1   

竹本 拓 東海高校 92865   middle1   

米本 昌平 東海高校 172318   middle1   

本田 涼磨 東海高校 92875   middle1   

飯沼 宥光 東海高校 92879   middle1   

岡本 洸彰 東海高校 92880   middle1   

佐藤 遼平 東海高校 92881   middle1   

三浦 一将 東海高校 92882   middle1   



岡田 淳之 東海高校 158579   middle1   

天野 裕貴 東海高校 158580   middle1   

比企野 純一 東海高校 158581   middle1   

松本 明訓 東海高校 158582   middle1   

横井 裕人 東海高校 158583   middle1   

熊田 悠人 東海中学校 172368   middle1   

椎名 晃丈 東海中学校 147854   middle1   

中村 郁 東海中学校 172369   middle1   

和佐田 祥太

朗 
東海中学校 172470   middle1   

松田 悠太郎 東海中学校 148244   middle1   

野田 聡 東海中学校 148266   middle1   

古殿 直也 東海中学校 148267   middle1   

田中 駿太郎 東海中学校 172786   middle1   

須原 凛太郎 東海中学校 148296   middle1   

宮嶋 大輔 東海中学校 172787   middle1   

岡嶋 隆太 東海中学校 172788   middle1   

石田 倫啓 東海中学校 183132   middle1   

丹羽 公輝 東海中学校 183133   middle1   

廣瀬 勇利 東海中学校 183134   middle1   

梅本 航聖 東海中学校 183135   middle1   

小川 勇一 東海中学校 183142   middle1   

小川原 大輔 東海中学校 183143   middle1   

越智 壮太郎 東海中学校 183144   middle1   

小林 正幸 東海中学校 183145   middle1   

山口尚宏 OLC ルーパー 77011   middle1   

鵜飼須彦 OLC ルーパー 173193   middle1   

大野 聡生 東海中学校 183152   middle1   

浅井迅馬 東海高校 OB 173299   middle1   

深田恒 東大 OLK 173221   middle1   

橋本知明 東大 OLK 169990 EK883 middle1   

宮西優太郎 東北大 OLC 171749   middle1   

林千尋 名古屋大学 180805   middle1   

中澤寛典 名古屋大学 180034   middle1   

前田悠作 名古屋大学 154992   middle1   

牧宏優 名古屋大学 169741   middle1   

荒明遼一 名古屋大学 189699   middle1   

川上雅人 名古屋大学 168859   middle1   

山本匡毅 名古屋大学 169806   middle1   

池田慧 名古屋大学 173337   middle1   



大村幸一郎 名古屋大学 180804   middle1   

石山良太 名古屋大学 173338   middle1   

堀江悟 名古屋大学 158570   middle1   

渡仲祥太 名古屋大学 157413   middle1   

平野大輔 名古屋大学 180035   middle1   

三善研吾 名古屋大学 146686   middle1   

近藤康満 名古屋大学 180888   middle1   

段塚裕貴 名古屋大学 173339   middle1   

笠間悠輔 京大ＯＬＣ 93437   middle1   

角岡 明 三河 OLC 409809   middle1   

稲葉英雄 三河 OLC 402024   middle1   

加藤昭治 愛知 OLC 173232   middle1   

瀬口洋治 OLC ﾙｰﾊﾟｰ 76973   middle1   

船戸温郎 愛知 OLC 140953   middle1   

土屋 晴彦 愛知 OLC 140954   middle1   

水野弘章 - 157868   middle1   

井上仁 OLC レオ 172702   middle1   

新家秀男 中京 OC 406432   middle1   

内藤ヒロオ 三河 OLC 79378   middle1   

板谷日出男 OLP 兵庫 148502   middle1   

松橋徳敏 つるまい OLC 146767   middle1   

宮崎敦司 - 79414   middle1   

鳥羽都子 OLC ルーパー 76971   middle1   

藤未加子 椙山女学園大学 180783   middle1   

星美沙 椙山女学園大学 182674   middle1   

守屋舞香 椙山女学園大学 182378   middle1   

松井恵理子 名古屋大学 180032   middle1   

佐藤あかね 椙山女学園大学 182269   middle1   

伊東佑子 椙山女学園大学 182215   middle1   

神谷玲花 椙山女学園大学 182496   middle1   

小島優 椙山女学園大学 154911   middle1   

石澤俊崇 トータス マイカード   middle1 参加する 

野澤麻乃 北信越学連 183026   middle1 参加する 

大塚校市 千葉ＯＬＫ 483411   middle2   

中原 信一 大阪 OLC 173234   middle2   

海老沢 正 入間市 OLC 479632   middle2 - 

鹿野 勘次 岐阜 OLC 157398   middle2 参加する 

今井 信親 ワンダラーズ 479473   middle2 - 

長瀬 朋子 - 183733   middle2 参加する 

小嶋 信義 ワンダラーズ 479693   middle2   



小橋至 浜松ＯＬＣ 183116   middle2   

伊藤 清 ワンダラーズ 488205   middle2 - 

山本 博司 ES 関東 C 412158   middle2   

田中 徹 京葉 OL クラブ 412128   middle2 - 

番場洋子 - 77052   middle2 参加する 

小林二郎 入間市 OLC 150105   middle2   

田島三郎 入間市 OLC 401738   middle2   

滝 志保 静岡ＯＬＣ 412478   middle2 参加する 

天明英之 東京 OL クラブ 412182   middle2 - 

西沢敦 東京 OL クラブ 76945   middle2 - 

手塚一夫 東京 OL クラブ 76953   middle2 - 

小泉辰喜 東京 OL クラブ 409869   middle2 - 

津田 春菜 京葉 OL クラブ 170188 EK901 middle2 参加する 

荻田 育徳 OC⊿下野 401591   middle2   

村橋 和彦 ＫＯＬＡ 172687   middle2 - 

丸山 則和 越王会 170193 EK903 middle2 - 

井手 恵理子 朱雀 OK 64158   middle2 参加する 

石川 昌 サン・スーシ 401734 EK925 middle2   

SO BYUNG JO BOC CLUB/KOR 171635 EK907 middle2 参加する 

BYEON GIL 

SEOB 
BOC CLUB/KOR 171653 EK908 middle2 参加する 

KIM HYUN 

JUNG 
BOC CLUB/KOR 171678 EK909 middle2 参加する 

SEO WON HA BOC CLUB/KOR 171714 EK910 middle2 参加する 

JUNG JONG 

GUN 
FOREST CLUB/KOR 409801   middle2 参加する 

青木 佳世 - 411429   middle2 - 

半田 博子 博多 OLC 171666 EK916 middle2 - 

半田 太郎 博多 OLC 171683 EK918 middle2 - 

宮川 早穂 東大 OLK 183164   middle2 参加する 

砂田 莉紗 KOLC 184871   middle2 - 

河 泰鉉 - 412175   middle2 - 

桜井 剛 ES 関東 C 412602   middle2 参加する 

水嶋 直子 かすいち倶楽部 63893   middle2 - 

城森 博幸 ＯＬＰ兵庫 148330   middle2   

田口 敏夫 川越 OLC 171759   middle2 参加する 

坂田 年男 川越 OLC 171822   middle2 参加する 

菅家 征史 川越 OLC 171779   middle2 参加する 

齋藤 英之 川越 OLC 171686 EK921 middle2 参加する 

松田 仁志 川越 OLC 171699 EK922 middle2 参加する 



岡部 悦子 入間市 OLC 412645   middle2   

山本 賀彦 ＯＬＰ兵庫 483429   middle2   

大井 綾 京都女子大学 OLC 171730 EK929 middle2 - 

前之園 知江 京都女子大学 OLC 171731 EK930 middle2 - 

小野澤 清楓 北信越学連 76932   middle2   

根岸 真衣子 筑波大学 189709   middle2 参加する 

小松 陽子 筑波大学 161188   middle2 参加する 

高橋美和 長野県協会 400552 GM1034 middle2   

内海 真弓 しんりん 64061   middle2 参加する 

坂井 あんず 京大 OLC 64055   middle2 参加する 

葛野 力 京大 OLC 171752 EK936 middle2 参加する 

大神 優祐 京大 OLC 171754 EK938 middle2 参加する 

橋本 修志 京大 OLC 171755 EK939 middle2 参加する 

土川 翔伍 京大 OLC 171756 EK940 middle2 参加する 

牧内 佑介 京大 OLC 171767 EK941 middle2 参加する 

鈴木 榮一 千葉 OLK 483407   middle2   

大塚ふみ子 千葉ＯＬＫ 488196   middle3   

植松裕子 入間市 OLC 190157   middle3 参加する 

植木国勝 - 169995 EK884 middle3   

田中博 入間市 OLC 401266   middle3 - 

田中洋子 入間市 OLC 401295   middle3 - 

加藤 伶子 入間市 OLC 402185   middle3 - 

高橋 厚 多摩 OL 483410   middle3 - 

山本 陽子 ES 関東 C 408454   middle3   

丸山 由美子 越王会 170198 EK904 middle3 - 

山縣 正昭 晴れの国岡山 OLC 189848   middle3 参加する 

佐藤 旭一 晴れの国岡山 OLC 185289   middle3 参加する 

吉村 和子 晴れの国岡山 OLC 185292   middle3 参加する 

OH MIN JI BOC CLUB/KOR 171649 EK913 middle3 参加する 

海野 忠秋 川越 OLC 404641   middle3 参加する 

海野 とみ子 川越 OLC 407281   middle3 参加する 

鈴木 隼 川越 OLC 171685 EK920 middle3 参加する 

大保木 道子 川越 OLC 171758   middle3 参加する 

田島利佳 みちの会 401272   middle3 - 

小川友岳 クラブ阿闍梨 171738 EK931 middle3 - 

 風穴周 クラブ阿闍梨 171740 EK933 middle3 - 

小幡昭次 三河 OLC 79389   middle3   

岡野英雄 愛知 OLC 141132   middle3   

粟野義明 - 140947   middle3   

石田亘宏 愛知 OLC 401471   middle3   



永井昇 三河 OLC 140942   middle3   

小野盛光 三河 OLC 77006   middle3   

佐藤政明 - 410143   middle3   

石田美代子 愛知 OLC 409788   middle3   

角岡 明 三河 OLC 409809     参加する 

池 陽平 京葉 OL クラブ 79273     参加する 

菅谷裕志 OLC ルーパー 92848     参加する 

橋本 知明 東大 OLK 171684 EK919   参加する 

稲葉 英雄 三河 OLC 402024     参加する 

藤未加子 名椙 OLC 180783     参加する 

星美沙 名椙 OLC 182674     参加する 

平野大輔 名椙 OLC 180035     参加する 

 
 


