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大会概要 

 

正式名称    第 41 回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 

兼 2019 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ロング・ディスタ

ンス競技部門北東地区・北信越地区代表選考会 

 

開催日  2019 年 6 月 2 日(日)(雨天決行・荒天中止) 

 

開催地  群馬県高崎市倉渕町 

 

会場  高崎市立倉渕小学校 

 

主催  東京大学オリエンテーリングクラブ(以下、東大 OLK) 

(東京・一橋・実践女子・津田塾・十文字学園女子・跡見学園女子・聖心女

子･青山学院・立教・中央・法政・東洋・東京工科・昭和女子・東京女子・

芝浦工業・お茶の水女子 各大学より構成) 

 

大会役員 

大会責任者        森川 周  (東京大学 2017 年度入学) 

運営責任者        柏田 芳樹  (一橋大学 2017 年度入学) 

競技責任者/コース設定者   中村 僚宏  (東京大学 2017 年度入学) 

渉外責任者        栗本 美緒   (津田塾大学 2017 年度入学) 

イベントアドバイザー   八神 遥介  (ときわ走林会) 

 

後援 

群馬県 

群馬県教育委員会 

高崎市 

高崎市教育委員会 

高崎市倉渕商工会 

倉渕猟友会 

公益財団法人 群馬県観光物産国際協会 

一般社団法人 高崎観光協会 

群馬県オリエンテーリング協会 

東京都オリエンテーリング協会 

関東学生オリエンテーリング連盟 

日本学生オリエンテーリング連盟

 

協賛(五十音順) 

EMIT 協会 

EVERNEW 

O-Ajari 

O-Support 



一般社団法人 森本勇振興基金 

くらぶち相間川温泉 

三光堂製菓店 

下平農園 

生活研究あじさいグループ 

ニチレイ 

農産物直売きまぐれ 

はまゆう山荘 

牧野酒造株式会社 

まるみつ吉田商店

 

 

ご挨拶 

大会責任者 森川周 

 先日は第 41 回東大 OLK 大会へのご参加ありがとうございました。 

 本大会には 800 人以上の方々にご参加いただき、地元の方向けのオリエンテーリング体

験会と合わせ、900 人を超える方々にご来場いただきました。これだけ多くの方々にご来場

いただき、運営者一同嬉しい限りです。 

 OLK 大会を倉渕で開催するのは 21 年ぶりの 3 回目となりますが、いかがだったでしょう

か。21 年前とは地図図式や描き方から何もかもが違う新しい地図、地元の方々と協力しな

がら作り上げた駐車場や会場や体験会、競技責任者の中村を中心に東大 OLK 屈指のメンバ

ーの意見が組み込まれた渾身のコースなど、至る所に私たちの工夫と情熱を注ぎ込んで今

回の大会を創り上げました。一人でも多くの方に楽しいと感じていただけましたら、大変幸

いです。 

 21 年ぶりの開催ともなると渉外や地図調査をはじめとして困難がいくつもあり、大会開

催までの道のりは決して平坦ではありませんでした。今回の大会で中止を招くような大き

なトラブルもなく、競技が成立したことに深く安心するとともに、共にやり遂げた OLK の

仲間を非常に誇らしく感じます。 

 しかし、今回の大会ではいくつもの反省点・改善点が見られました。この経験を後進へと

引き継ぐとともに、それぞれの「次」へとつなげていきます。 

 今回の大会では、高崎市倉渕町の方々をはじめとして、様々な方々に多大なるご支援をい

ただきました。どの方のご支援が欠けていても、今回の大会開催は難しいものとなっていま

した。この場を借り、心より感謝申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

 これからも東大 OLK、並びに東大 OLK 大会をどうかよろしくお願い申し上げます。 

 

競技責任者/コース設定者 中村僚宏 

第 41 回東大 OLK 大会にご参加いただきありがとうございました。例年天候に恵まれる

本大会ですが、今年も雨に降られることはなく、涼しくて走りやすいオリエンテーリング日

和となりました。競技が無事成立し、安心しております。 

「倉渕」というテレインは、第 20 回東大 OLK 大会で使用されて以来、21 年ぶりのリメ



イクとなりました。長らく使用されていないテレインでしたが、きれいな植生とテレインの

広さから、OLK 内では常にリメイクが期待されていました。交通アクセスの悪い環境にも

かかわらずたくさんの参加者が来てくださったのは、そのような期待感があってのことだ

と思います。 

今回のコースは、走っていて楽しいということを第一のコンセプトとして組みました。

「倉渕」というテレインは、地形が大味で微地形が少なく、工夫をなくしてはただの単調な

コースとなってしまいます。そのため、屈強なオリエンティアの頭をひねらせるようなコー

スを組むことは難しく、判断の速さとスピードの維持が勝負の鍵となるようなコース設定

をしました。結果として、植生の良好な部分を快走できる楽しいコースを作り上げられたと

自負しております。 

「倉渕」は植生が豊かで平らなエリアも多いテレインです。渉外上の理由により一部エリ

アはクローズになりますが、使える部分だけでも利用していただけると幸いです。 

最後に、大会開催に当たり多大なご協力やご支援をいただいた高崎市倉渕村をはじめと

する地元の皆様、また本大会にご参加いただきました皆様に感謝を申し上げます。 

今後も東大 OLK 並びに東大 OLK 大会をよろしくお願いいたします。 

 

イベントアドバイザー ときわ走林会 八神遥介 

 この度は第 41 回東大 OLK 大会へのご参加、誠にありがとうございました。イベントを

監督する立場として、厚く御礼申し上げます。私にとっても経験のない規模の大会運営でし

たが、以前より耳にしていた東大 OLK の運営体制に関わるのは、自身の勉強にもなると考

え、今回 EA を引き受けさせて頂きました。ここでは EA として特に意識した点を挙げてみ

ようと思います。 

 

①規定類適用のさじ加減 

 例年、東大 OLK 大会は国内最大規模の大会であり、多数のトップ選手が参加します。一

方で競技から離れた卒業生や家族連れなど、参加者層は多岐に渡ります。このため、公認大

会相当の「競技の質」を確保しつつ、参加者の利便性を図る必要があり、各種規定類の適用・

逸脱の判断が、多くの場面で求められました。特に優勝設定時間の調整や地図図式の適用で

は、参考資料や昨年の運営代の意見も踏まえ入念に精査しました。また、スタート抽選では

関係者間で協議の上、参加者の出走時間希望を極力考慮しました。結果、地図・コース共に

概ねご好評を頂きながらも、親子連れや参加者のスケジュールに配慮するなど、柔軟な規則

適用ができたと感じています。ユニット故障による失格処分の件は、判断を下した張本人と

しても少々心残りでしたが…。 

 

②「どっちでも大丈夫なこと」は学生に任せる 

 大会を組み立てていく段階で、自身の運営経験と東大 OLK のやり方が異なる場面も多々



ありました。一方的に「こうするべきだ」と指示することは簡単でしたが、それは同時に学

生の大会デザインの自由度を奪ってしまう恐れがあります。そのため、EA としては「上手

く回るか」のチェックに重点を置き、わざわざ変更しなくてもよい場面で、無用な口出しは

しないように心掛けました。学生の意思が最も発揮できるコースセットや演出面のほか、エ

ントリーからサブ計時の方法に至るまで、この点を意識する場面は多く、同時に自身にとっ

ても勉強になるものでした。 

 

③なるべく現場へ 

 過去に自身がEAを務めた大会と異なり、今回は就任当初、大部分の学生が初対面でした。

そのため準備期間中は可能な限り打合せや調査に足を運び、直接やり取りができる様に心

がけました。これにより、判断に迷う部分、解決策に悩む部分など、相談してもらえる機会

が少しは作り出せたのではと思います。また、実際に何度もテレインに入ることで得られた、

想定リスクやコントロール位置等の共通認識は、後の打ち合わせや議論においても役に立

ちました。 

 

 2 月のプレ大会運営に同席した際は正直心配事が山積みでしたが、無事全クラス競技成立

にこぎつけることができ、EA なりに達成感を感じています。来年の予定については存じ上

げませんが、今後とも東大 OLK 大会を宜しくお願い致します。 

 

 

成績一覧

ME 9.0km ↑390m 

1 尾崎 弘和 1:10:57 トータス 

2 小牧 弘季 1:11:38 筑波大学 

3 伊藤 樹 1:12:31 八ヶ岳レジャーセンター 

4 堀田 遼 1:15:01 杏友会 

5 松下 睦生 1:15:10 京都OLC 

6 橘 孝祐 1:15:48 ES関東C 

7 森清 星也 1:16:03 東海高校 

8 谷川 友太 1:17:22 OLCルーパー 

9 新田見 優輝 1:17:24 練馬OLC/杏友会 

10 寺垣内 航 1:17:29 京葉OLクラブ 

11 小泉 成行 1:17:31 O-Support 

12 小泉 知貴 1:18:07 入間市OLC 

13 佐藤 遼平 1:18:12 杏友会 



14 岩井 龍之介 1:18:46 京大OLC 

15 加藤 岬 1:18:48 トータス/練馬OLC 

16 粂 潤哉 1:19:17 杏友会/入間市OLC 

17 宮西 優太郎 1:20:54 トータス 

18 柴沼 健 1:21:49 練馬OLC 

19 柳下 大 1:22:03 みちの会 

20 細川 知希 1:22:25 ときわ走林会 

21 松尾 怜治 1:22:33 宇都宮市 

22 谷口 文弥 1:22:41 練馬OLC 

23 櫻井 一樹 1:22:54 東工大OLT 

23 入江 崇 1:22:54 サン・スーシ 

25 前中 脩人 1:22:58 練馬OLC 

26 田中 大貴 1:23:17 ときわ走林会 

27 谷野 文史 1:24:02 筑波大学 

28 清水 俊祐 1:24:11 KOLC 

29 糸賀 翔大 1:24:14 朱雀OK 

30 鹿島田 浩二 1:24:35 渋谷で走る会 

31 山本 明史 1:25:47 京都OLC 

32 殿垣 佳治 1:25:56 練馬OLC 

33 築地 孝和 1:26:11 朱雀OK 

34 宮本 樹 1:26:14 京葉OLクラブ 

35 濱宇津 佑亮 1:26:25  

36 猪俣 祐貴 1:27:31 入間市OLC/杏友会 

37 稲森 剛 1:27:34 AsJYOC運営 

38 戸上 直哉 1:27:43 三河OLC/トータス 

39 平山 遼太 1:28:09 京葉OLC/杏友会 

40 田邉 拓也 1:28:22 横浜OLクラブ 

41 中野 喬博 1:28:49 杏友会 

42 若松 甫 1:29:02 東工大OLT 

43 菅谷 裕志 1:29:14 OLCルーパー 

44 横堀 聖人 1:29:31 杏友会 

45 瀬川 出 1:29:47 文京区 

46 福井 悠太 1:30:07 杏友会 

47 三浦 一将 1:30:13 名大OLC 

48 松本 萌希 1:31:03 京大OB 



49 河野 大和 1:31:12 OLK37/練馬OLC 

50 吉田 勉 1:31:15 みちの会 

51 森河 俊成 1:31:40 朱雀OK 

52 川名 竣介 1:32:12 入間市OLC 

53 松澤 俊行 1:32:26 浜松学院大学短期大学部 

54 早川 徹彦 1:32:54 欅会 

54 太田 貴大 1:32:54 みちの会 

56 前田 裕太 1:33:28 三河OLC 

57 木島 佑輔 1:34:41 ES関東C 

58 蔵田 真彦 1:34:54 神奈川県川崎市 

59 新 隆徳 1:34:55 入間市OLC 

60 新田見 俊宣 1:35:38 練馬OLC 

61 稲毛 日菜子 1:35:59 京葉OLクラブ 

62 村井 智也 1:36:10 ES関東C 

63 川﨑 翔 1:36:47 ときわ走林会 

64 桑原 大樹 1:38:37 ES関東C/杏友会 

65 伴 広輝 1:39:59 京都OLC 

66 村上 巧 1:40:02 横浜OLクラブ 

67 山本 淳史 1:40:53 入間市OLC 

68 田中 悠 1:41:48 丘の上 

69 篠原 岳夫 1:42:38 渋谷で走る会 

70 上島 浩平 1:43:23 丘の上 

71 溝井 翔太 1:43:47 茨大OLD 

72 山上 大智 1:44:19 東大OLK 30期 

73 林 三才 1:45:17 HKOXCC 

74 名雪 青葉 1:47:46 筑波大学 

75 竹内 元哉 1:48:52 杏友会 

76 大田 将司 1:49:03 OLK38th/一橋OB 

77 桃本 一輝 1:49:19 阪大OLC 

78 大東 祐汰 1:49:46 杏友会 

79 石野 夏幹 1:53:14 杏友会/入間市OLC 

80 井倉 幹大 1:53:34 ES関東C 

81 豊田 伸平 1:55:15 東京大学 

82 鈴木 良広 1:58:42 杏友会 

83 大西 正倫 2:01:13 杏友会 



84 寺嶋 謙一郎 2:04:29 ES関東C 

85 刀根 大輔 2:09:24 杏友会 

86 伊藤 祐 2:12:46 筑波大学 

87 田村 晃太郎 2:15:24 OLK32期 

 和田 康次郎 DISQ トータス 

 太田 知也 DISQ 京大OLC 

 山口 雄太 DISQ 杏友会 

 渡辺 鷹志 DISQ KOLC 

 

M21A1 8.2km ↑370m 

1 大石 洋輔 1:14:15 早大OC 

2 池田 匠 1:17:55 早大OC 

3 長谷川 望 1:18:45 早大OC 

代 斎藤 佑樹 1:19:36 寿会/練馬OLC 

4 千保 翼 1:22:20 前橋トレラン部 

5 和佐田 祥太朗 1:23:11 京大OLC 

6 祐谷 大輝 1:23:43 杏友会 

7 宮嶋 哲矢 1:23:59 千葉大OLC 

8 近藤 康満 1:24:04 八ヶ岳レジャーセンター 

9 岩田 慈樹 1:24:07 京大OLC 

10 小原 和彦 1:24:33 すずかけ大学 

11 戸澤 貴志 1:25:53 KOLC 

12 西田 直人 1:26:19 茨大OLD 

13 三瀬 遼太郎 1:26:33 早大OC 

14 小暮 喜代志 1:27:59 ES関東C 

15 池 陽平 1:28:22 京葉OLクラブ 

16 丸山 ゆう 1:28:34 京大OLC 

17 大野 絢平 1:29:02 京大OLC 

18 生田 崚 1:31:19 ES関東C 

19 野沢 星雅 1:31:25 茨大OLD 

20 稲田 優幸 1:32:22 ときわ走林会 

21 田濃 邦彦 1:33:39 静岡OLC 

22 菅沼 友仁 1:33:53 茨大OLD 

23 古殿 直也 1:34:19 東工大OLT 

24 中浴 広樹 1:36:25 鳩の会 



25 澤入 圭司 1:37:26 静大OLC 

25 鈴木 京佑 1:37:26 KOLC 

27 徳増 宏基 1:38:02 つばめ会 

28 中嶋 律起 1:38:07 KOLC 

29 櫻木 嵩斗 1:38:20 東工大OLT 

30 竹重 拓輝 1:38:33 阪大OLC 

31 宮川 靖弥 1:39:24 東工大OLT 

32 吉澤 雄大 1:40:28 京葉OLクラブ 

33 村田 千真 1:42:51 筑波大学 

34 到津 春樹 1:44:12 茨大OLD 

35 澤田 陸 1:44:27 名大OLC 

36 三浦 開登 1:45:00 東工大OLT 

37 大倉 崚吾 1:45:25 東工大OLT 

38 岩佐 一大 1:50:47 千葉大OLC 

39 増田 健也 1:52:15 入間市OLC 

40 伊地知 淳 1:52:49 千葉大OLC 

41 小池 剛大 1:53:44 東京農工大学 

42 岡田 怜真 1:55:11 東工大OLT 

43 茂原 瑞基 1:57:16 KOLC 

44 柳 康太 1:57:35 東工大OLT 

45 上坂 昌生 1:58:32 多摩OL 

46 尾山 直駿 2:03:19 東工大OLT 

47 豊田 俊哉 2:03:34 神大OLK 

48 笠井 虹汰 2:05:22 千葉大OLC 

49 小山 清 2:07:10 京葉OLクラブ 

50 柿沼 晴喜 2:09:21 筑波大学 

51 植田 翔大 2:10:45 杏友会 

52 押切 嶺於 2:12:04 東京農工大学 

53 山田 光輝 2:15:33 KOLC 

54 和田 佳丈 2:18:42 静大OLC 

55 昆野 郁 2:22:46 多摩OL 

56 佐々木 裕之 2:27:18 FFC 

 萱尾 澄人 DISQ 阪大OLC 

 加藤 翔伍 DISQ 静大OLC 

 伊藤 拓登 DISQ 静大OLC 



 磯邉 岳晃 DISQ 千葉大OLC 

 前川 一彦 DISQ Team AQUA 

 渡邊 俊祐 DISQ 早大OC 

 森下 晃成 DISQ 静大OLC 

 

  M21A2 8.2km ↑365m 

1 西村 駿 1:12:03 入間市OLC 

2 祖父江 有祐 1:14:28 筑波大学 

3 江野 弘太郎 1:14:49 KOLC 

4 奥尾 優理 1:17:21 日立市 

5 伊藤 頌太 1:20:41 KOLC 

6 浜野 奎 1:22:00 丘の上 

7 豊田 健登 1:22:07 茨大OLD 

8 瀧下 真一 1:22:25 静大OLC 

9 福西 佑紀 1:24:50 ES関東C 

10 得能 渉 1:25:26 千葉大OLC 

11 三好 将史 1:25:50 早大OC 

12 篠原 幹博 1:27:11 京大OLC 

13 上村 太城 1:27:19 KOLC 

14 石澤 俊崇 1:27:20 トータス 

15 徳地 研人 1:29:00 京大OLC 

16 三上 拓真 1:30:39 OLK38期 

17 津田 卓磨 1:30:58 KOLC 

18 藤本 翔太 1:31:33 つばめ会 

19 細淵 晃平 1:31:41 入間市OLC/杏友会 

20 川口 真司 1:32:14 名大OLC 

21 金城 和志 1:32:22 阪大OLC 

22 出原 優一 1:33:57 トータス/杏友会 

23 松浦 知佑 1:34:23 緑桜会 

24 蛭田 晃仁 1:34:50 ときわ走林会 

25 阿部 遼太郎 1:35:18 KOLC 

26 伊藤 良介 1:35:37 京大OLC 

27 阿部 稜 1:38:11 京葉オリエンテーリングクラブ 

28 藤原 真吾 1:38:39 KOLC 

29 髙見 博道 1:39:30 OPC43 



30 河野 貴大 1:40:34 東工大OLT 

31 安中 勇大 1:40:54 京都OLC 

32 高橋 洸太 1:41:03 東工大OLT 

33 大木 孝 1:42:31 OLK30期 

34 山本 智士 1:43:12 名大OLC 

35 若月 俊宏 1:46:13 東工大OLT 

36 高松 涼 1:46:58 福島大OLC 

37 吉田 薪史 1:48:23 阪大OLC 

38 田中 翔大 1:49:50 練馬OLC 

39 芳賀 太史 1:49:58 つばめ会 

40 七五三 碧 1:53:19 茨大OLD 

41 屋口 正鷹 1:53:48 早大OC 

42 内海 瞭 1:59:08 早大OC 

43 井上 昌樹 2:00:15 入間市OLC 

44 大串 裕也 2:00:17 千葉大OLC 

45 豊澤 義文 2:01:02 東工大OLT 

46 本田 明良 2:01:32 静大OLC 

47 三科 圭史 2:01:43 杏友会 

48 早野 哲朗 2:02:59 京葉オリエンテーリング 

49 浴 歩輝 2:05:51 東工大OLT 

50 窪田 信司 2:07:50 阪大OLC 

51 白石 達也 2:09:32 入間市OLC 

52 板橋 侑樹 2:10:00 東京農工大学 

53 本多 一成 2:12:48 千葉大OLC 

54 清水 直 2:17:36 杏友会 

55 平野 光 2:18:42 杏友会 

56 斎藤 康弘 2:23:03  

57 矢田 祐喜 2:25:05 静大OLC 

58 北川 賢也 2:26:24 ES関東C 

59 濱崎 誠士 2:26:26 阪大OLC 

 桑山 典博 2:34:27 静大OLC 

 大屋 和貴 2:48:28 東工大OLT 

 森田 拓之 2:51:29  

 古田島 貴之 DISQ 長岡OLC 

 前川 光鷹 DISQ 早大OC 



 金澤 宏之 DISQ  

 佐藤 大樹 DISQ 京葉OLC 

 天木 祐希 DISQ 東工大OLT 

 

MAS 4.3km ↑240m 

1 石山 良太 0:52:49 三河OLC/トータス 

2 瀬尾 峻汰 0:54:44 KOLA 

3 坂野 翔哉 0:55:31 京葉OLクラブ 

4 登坂 祥大 0:56:18 丘の上 

5 稲吉 勇人 0:56:23 三河OLC 

6 石塚 脩之 0:56:36 横浜OLクラブ/OK-Info 

7 藤村 陸 0:58:49 トータス 

8 佐藤 悠太 1:00:44 青葉会 

9 神野 直紀 1:01:06 つばめ会 

10 西脇 正展 1:02:05 Nの会 

11 木村 耕平 1:02:40 入間市OLC 

12 田口 滉一 1:02:43 東工大OLT 

13 新井 悠功 1:05:28 みちの会 

14 小室 隆之 1:08:42 丘の上音痴会 

15 秋山 周平 1:09:26 緑桜会 

16 三谷 洋介 1:10:19 OLK32nd 

17 竹中 庸 1:11:58 神奈川県大和市 

18 内山 将一 1:12:02 横浜OLクラブ 

19 小池 一輝 1:19:58 OLK38期 

20 西田 成佑 1:21:25 杏友会 

21 綱 淳壱郎 1:41:13 福島県郡山市 

22 大田 浩 1:54:22 北九州OLC・杏友会 

23 山田 宏 1:59:37 横浜OLクラブ 

 田中 基成 DISQ 京葉OLクラブ 

 佐藤 真悟 DISQ  

 島津 仁 DISQ 東工大OLT 

 今泉 知也 DISQ 京葉OLクラブ 

 

MASS 3.0km ↑150m 

1 大嶋 拓実 0:37:22 つばめ会 



2 熊谷 光起 0:37:51 寿司屋OLC 

3 武田 悠作 0:41:05 つばめ会 

4 田仲 圭 0:41:23 さくら市 

5 天野 仁 0:42:45 横浜OLC 

6 池田 純也 0:44:40 京葉OLC 

7 燧 暁彦 0:45:44 杏友会 

8 上松 遼 0:46:40 入間市OLC 

9 針谷 尚幸 0:51:23 杏友会 

10 香取 伸嘉 0:53:22 京葉OLクラブ 

11 的場 洋輔 1:01:45 杏友会 

12 仁多見 剛 1:08:06 上尾OLC 

13 船田 賢 1:13:34 つくばCocco 

14 檜脇 悠輔 1:25:23 つばめ会 

 

M70A 2.5km ↑110m 

1 上田 俊雄 0:34:06 東京OLクラブ 

2 山本 博司 0:36:05 ES関東クラブ 

3 山口 征矢 0:39:19 川口OLC 

4 小幡 昭次 0:41:25 三河OLC 

5 児玉 拓 0:44:05 多摩OL 

6 大場 隆夫 0:44:54 サン・スーシ 

7 海野 忠秋 0:47:59 入間市OLC 

8 伊藤 清 0:54:40 ワンダラーズ 

9 田中 博 0:57:15 入間市OLC 

10 今井 信親 0:58:26 ワンダラーズ 

11 高橋 猛 0:59:38 ワンダラーズ 

12 田島 三郎 1:00:41 入間市OLC 

13 永元 秀和 1:03:13 京葉OLクラブ 

14 原野 幸男 1:04:55 所沢OLC 

15 高橋 厚 1:18:06 多摩OL 

16 関野 賢二 1:38:06 YTC78 

 

M60A 3.0km ↑150m 

1 海老沢 正 0:40:52 入間市OLC 

2 大塚 校市 0:44:42 千葉OLK 



3 五十嵐 則仁 0:45:38 横浜OLクラブ 

4 荒井 正敏 0:46:14 多摩OL 

5 河村 健二 0:53:42 横浜OLクラブ 

6 山田 一善 0:56:46 多摩OL 

7 藤原 三郎 1:04:29 山梨骨骨クラブ 

8 浦野 弘 1:09:15 入間市OLC 

9 鈴木 正夫 1:15:06 千葉OLK 

10 加藤 昭次 1:15:32 多摩OL 

11 荻田 育徳 1:25:58 OCΔ下野 

12 浅沼 英博 1:32:03 多摩OL 

 高村 卓 DISQ 上尾OLクラブ 

 

M50A 4.3km ↑240m 

1 田代 雅之 0:52:47 静岡OLC 

2 角岡 明 0:59:33 三河OLC 

3 小寺 実 1:00:25 丘の上 

4 小泉 辰喜 1:01:55 東京OLクラブ 

5 太矢 隆士 1:03:04 京葉OLクラブ 

6 木村 佳司 1:03:15 長野県協会 

7 山本 賀彦 1:03:37 OLP兵庫 

8 佐賀 寛 1:04:47 OLP兵庫 

9 齋藤 英之 1:06:18 川越OLC 

10 滝 正晴 1:07:31 静岡OLC 

11 町井 稔 1:07:42 長野県協会 

12 青木 俊之 1:08:44 練馬OLC 

13 大野 政男 1:09:40 下野市OLC 

14 上島 通浩 1:10:21 つるまいOLC 

15 徳永 良一 1:10:42 杏友会 

16 小林 重信 1:13:27 ときわ走林会 

17 木村 修 1:14:50 ES関東クラブ 

18 永瀬 真一 1:15:16 KOLA 

19 竹下 俊輔 1:15:31 桐嶺会 

20 寺嶋 一樹 1:16:09 ES関東C 

21 井口 良範 1:16:43 高崎OLC 

22 浦瀬 香子 1:16:51 TWMU OLK 



23 浦瀬 太郎 1:17:01 TWMU OLK 

24 山根 祥延 1:17:36 大阪OLC 

25 池田 博 1:18:50 方向音痴会 

26 髙橋 洋一 1:26:24 Club阿闍梨 

27 佐藤 繁 1:32:40  

28 藤平 正敏 1:32:51 多摩OL 

29 柏樹 芳雄 1:49:42 Club阿闍梨 

30 瀬谷 全那 1:57:35 大阪OLC 

31 大川 秀之 1:58:33 Trailion 

 梅林 正治 2:04:25 多摩OL 

 三田 一英 2:17:53 Club阿闍梨 

 金森 聡 2:22:08 Team AQUA 

 上條 圭 DISQ 方向音痴会 

 鈴木 挙直 DISQ 京葉OLクラブ 

 鵜飼 須彦 DISQ OLCルーパー 

 小島 由幸 DISQ 入間市OLC 

 佐藤 信彦 DISQ OLCサンスーシ 

 池ヶ谷 悦朗 DISQ 早大OC寿会 

 高橋 公康 DISQ 上尾OLクラブ 

 

M43A 5.2km ↑250m 

1 森 竜生 1:04:15 横浜OLクラブ 

2 橋本 浩一 1:05:33 武相 

3 大林 俊彦 1:05:47 大阪OLC 

4 西村 和人 1:07:13 横浜OLクラブ 

5 小林 岳人 1:10:28 ES関東C 

6 富田 吉郎 1:11:59 上尾OLC 

7 東 裕明 1:22:33 Club阿闍梨 

8 夏目 保雄 1:25:11 京葉OLクラブ 

9 奥田 健史 1:27:54 京葉OLクラブ 

10 緒方 賢史 1:38:21 奈良市 

11 木村 晴彦 1:39:12 Club阿闍梨 

12 谷垣 宣孝 1:45:01 OLP兵庫 

13 坂倉 豊 1:45:43 Club 阿闍梨 

 新貝 康将 DISQ  



 陳 嘉成 DISQ HKOXCC 

 土井 洋平 DISQ 群馬県太田市 

 渡辺 達也 DISQ OLCサン・スーシ 

 

M35A 6.0km ↑260m 

1 藤生 考志 1:02:37 東京OLクラブ 

2 福田 雅秀 1:02:44 川越OLC 

3 菅原 琢 1:05:45 多摩OL 

4 飯野 雅人 1:07:45 横浜OLクラブ 

5 三野 隆志 1:22:23 多摩OL 

6 武村 譲 1:28:40 札幌農学校 

7 牧山 知彦 1:31:43 杏友会 

8 菊澤 恵三 1:32:45 多摩OL 

9 鹿野 勘次 1:34:49 岐阜OLC 

10 今泉 正喜 1:37:58 ときわ走林会 

11 伊藤 夏生 1:47:37 ES関東 

 熊野 匠人 2:01:33 杏友会 

 坪居 大介 DISQ 入間市OLC/つばめ会 

 武藤 拓王 DISQ 桐嶺会 

 桜井 剛 DISQ ES関東クラブ 

 

M20A 6.0km ↑260m 

1 森 創之介 1:09:22 東海高校 

2 早川 正真 1:11:25 東海高校 

3 藤原 考太郎 1:12:06 東海高校 

4 森 恒大 1:21:34 筑波大学 

5 羽田 拓真 1:25:48 KOLC 

6 松井 泰道 1:26:46 早大OC 

7 藤谷 慶一朗 1:32:03 東工大OLT 

8 市川 礼偉 1:32:31 KOLC 

9 倉田 瞭一 1:36:16 東工大OLT 

10 新井 宇宙 1:38:07 早大OC 

11 林 昇吾 1:40:58 KOLC 

12 中村 諒 1:43:32 早大OC 

13 大場 隆太郎 1:43:42 東工大OLT 



14 福田 拓亮 1:45:34 東工大OLT 

15 笹嶋 建吾 1:46:19 茨大OLD 

16 堀越 遥介 1:53:23 東工大OLT 

 青木 航流 2:00:45 東工大OLT 

 瓜生 侑 2:07:54 東工大OLT 

 高林 健太 2:08:07 東工大OLT 

 岡野 幹生 2:26:22 東工大OLT 

 竹山 翔悟 DISQ 早大OC 

 大城 蓮 DISQ 東工大OLT 

 伊藤 有哉 DISQ 東工大OLT 

 川原 明洋 DISQ 東工大OLT 

 秋元 郁 DISQ 早大OC 

 角野 裕之 DISQ 東工大OLT 

 石渡 雄也 DISQ KOLC 

 竹下 晴山 DISQ 茨大OLD 

 枡本 仁 DISQ 金工大OTC 

 村瀬 友哉 DISQ 東北大OLC 

 高木 温希 DISQ 金工大OTC 

 

M18A 3.4km ↑160m 

1 福室 凜 0:32:46 麻布学園OLK 

2 清古 光 0:35:43 麻布学園OLK 

3 伊藤 悠真 0:43:10 桐朋IK 

4 栗田 稜也 0:43:30 麻布学園OLK 

5 青木 祐人 0:43:34 桐朋IK 

6 一力 直太郎 0:48:11 桐朋IK 

7 山見 泰輝 0:49:27 麻布学園OLK 

8 柴田 日向 0:50:31 桐朋IK 

9 屋敷 龍吾 0:54:27 桐朋IK 

10 金子 泰樹 0:55:17 桐朋IK 

11 塩野 遼介 1:01:15 桐朋IK 

12 奥村 尚史 1:05:40 桐朋IK 

13 伊藤 和生 1:05:41 ES関東 

14 小寺 智樹 1:06:54 麻布学園OLK 

15 森本 裕冴 1:09:22 桐朋IK 



16 関谷 祐生 1:11:14 桐朋IK 

17 菊池 悠希 1:17:16 桐朋IK 

18 細谷 崇文 1:19:13 桐朋IK 

19 宮山 太一 1:49:33 武相 

20 東野 峻大 1:57:00 武相 

21 栁下 慶太郎 1:58:56 武相 

 前田 仁 DISQ 武相 

 栗林 知輝 DISQ 武相 

 斎藤 陽希 DISQ 桐朋IK 

 山崎 瑞穂 DISQ 武相 

 

M15 2.4km ↑100m 

1 高橋 裕貴 0:18:32 桐朋IK 

2 尾藤 碩 0:19:02 麻布学園OLK 

3 久米 慧 0:19:43 麻布学園OLK 

4 徳地 一真 0:22:56 麻布学園OLK 

5 宮川 優斗 0:24:36 麻布学園OLK 

6 谷村 康介 0:24:58 麻布学園OLK 

7 須田 雅大 0:26:44 麻布学園OLK 

8 入江 啓至 0:30:38  

9 青山 慶啓 0:36:06 麻布学園OLK 

10 町田 湧 0:48:22 武相 

11 天野 雄貴 1:36:00 麻布学園OLK 

 

M12 2.3km ↑90m 

1 古田島 研人 1:00:07 長岡OLC 

 

MF 3.0km ↑160m 

1 野田 聡 0:27:50 東工大OLT 

2 佐藤 一誠 0:29:41 茨大OLD 

3 青島 光太郎 0:30:54 筑波大学 

4 網 優希 0:31:01 早大OC 

5 鈴木 璃土 0:34:48 筑波大学 

6 立松 空 0:35:10 早大OC 

7 信原 颯斗 0:35:19 岩手大学 



8 平岩 伊武季 0:36:15 筑波大学 

9 葛西 裕樹 0:38:00 東北大OLC 

10 波根 竣介 0:38:57 東北大OLC 

代 塚田 翔太 0:40:29 東工大OLT 

11 堀内 颯介 0:40:29 茨大OLD 

12 稲富 拓人 0:40:54 筑波大学 

13 岡本 洸琉 0:42:27 東工大OLT 

14 六川 蓮 0:42:56 KOLC 

15 大友 秀太 0:44:16 東工大OLT 

16 用松 知樹 0:45:19 KOLC 

17 山崎 嘉津人 0:45:26 東工大OLT 

18 富平 嗣大 0:45:37 東北大OLC 

19 君島 健太 0:45:48 東北大OLC 

20 木村 詠吉 0:47:20 東工大OLT 

21 稲毛 隆太 0:47:49 東北大OLC 

代 村井 智哉 0:48:20 東北大OLC 

22 根元 啓介 0:49:35 筑波大学 

23 碓井 玲 0:50:07 KOLC 

24 木田 祐輔 0:53:49 KOLC 

25 長野 那由多 0:55:06 東工大OLT 

26 川西 翔貴 0:55:10 東北大OLC 

27 藤澤 廉 0:58:25 東北大OLC 

28 重村 隼也 0:58:30 東工大OLT 

29 佐野 良我 0:59:47 KOLC 

30 西原 大貴 1:00:36 東北大OLC 

31 長池 広樹 1:00:49 東工大OLT 

32 木村 宇快 1:01:49 東工大OLT 

33 向井 悠真 1:02:50 京大OLC 

34 市川 幸杜 1:03:24 早大OC 

35 板垣 星哉 1:03:32 KOLC 

36 石川 諒 1:04:07 東北大OLC 

37 井上 諒 1:04:26 東北大OLC 

38 桑山 陽次 1:06:42 東北大OLC 

39 阿保 匠真 1:10:10 東北大OLC 

40 安藤 響哉 1:10:45 茨大OLD 



41 天野 賢信 1:11:01 東北大OLC 

42 赤石 雅由 1:15:23 東北大OLC 

43 辛 海渡 1:16:29 東北大OLC 

44 栗原 拓也 1:17:32 KOLC 

45 野田 遼平 1:18:32 東北大OLC 

46 栗山 朋大 1:23:02 KOLC 

47 金田 正義 1:25:23 茨大OLD 

48 三條 太暉 1:26:31 福島大OLC 

49 八景 勇樹 1:32:20 福島大OLC 

50 舟木 大河 1:38:45 東北大OLC 

51 萩原 宏哉 1:43:07 東北大OLC 

52 仁平 達大 1:53:48 東北大OLC 

 楊 泓志 2:11:36 KOLC 

 長谷川 拓紀 DISQ 筑波大学 

 時任 晴央 DISQ 東北大OLC 

 島田 一晃 DISQ KOLC 

 早坂 鴻志 DISQ 東北大OLC 

 大谷 瞬也 DISQ 茨大OLD 

 河野 弘士 DISQ 東工大OLT 

 中林 優樹 DISQ KOLC 

 星 彩斗 DISQ 福島大OLC 

 村井 裕亮 DISQ KOLC 

 大崎 真生 DISQ 東北大OLC 

 

北東Ms 7.5km ↑350m 

1 伊藤 光祐 1:02:17 東北大OLC 

2 北見 匠 1:03:36 東北大OLC 

3 長岡 凌生 1:03:55 甥大好きbot 

4 唐木 朋也 1:05:02 東北大OLC 

5 山田 基生 1:05:17 東北大OLC 

6 倉地 草太 1:06:41 北大OLC 

7 金子 哲士 1:08:29 東北大OLC 

8 青芳 龍 1:12:21 東北大OLC 

9 今野 陽一 1:14:45 東北大OLC 

10 石森 晃 1:15:23 東北大OLC 



11 森 倭渡 1:16:16 北大OLC 

12 工藤 友喜 1:17:47 岩手大学 

13 谷口 惠祐 1:18:07 東北大OLC 

14 湯浅 博晶 1:19:46 北大OLC 

15 小林 俊介 1:20:22 東北大OLC 

16 嶋崎 渉 1:21:29 東北大OLC 

17 坂本 健悟 1:21:41 東北大OLC 

18 堀江 直人 1:21:46 東北大OLC 

19 大槻 賢二朗 1:22:45 東北大OLC 

20 小髙 敦志 1:23:22 岩手大学 

21 竹花 佳祐 1:23:48 東北大OLC 

22 清水 嘉人 1:24:08 北大OLC 

23 松本 諒 1:24:51 福島大OLC 

24 久米 悠介 1:25:40 東北大OLC 

25 石渡 望 1:25:41 東北大OLC 

26 高橋 直道 1:26:04 東北大OLC 

27 石田 尚大 1:26:35 岩手大学 

28 小林 哲郎 1:26:55 東北大OLC 

29 島崎 誠也 1:28:03 富山OLC北東支部 

30 小林 亮太 1:28:33 岩手県立大学 

31 高野 智也 1:29:51 東北大OLC 

32 加藤 千晴 1:30:36 東北大OLC 

33 井坂 将隆 1:30:41 東北大OLC 

34 萩谷 凌大 1:31:43 東北大OLC 

35 千葉 滉平 1:32:00 東北大OLC 

36 古関 駿介 1:32:51 東北大OLC 

37 古屋 洸 1:34:08 東北大OLC 

38 高橋 友徳 1:34:56 岩手医科大学 

39 松本 陸 1:35:23 岩手大学 

40 白旗 洸太 1:35:54 北大OLC 

41 星 歩夢 1:37:05 東北大OLC 

42 藤本 紘哉 1:39:02 北大OLC 

43 山田 峻大 1:39:26 東北大OLC 

44 村田 温基 1:40:19 東北大OLC 

45 高野橋 侑大 1:44:43 福島大OLC 



46 後庵野 大輔 1:45:01 東北大OLC 

47 林 俊充 1:46:02 岩手県立大学 

48 佐藤 世帆 1:48:43 岩手大学 

49 飯田 司 1:48:46 東北大OLC 

50 野口 晃太郎 1:50:14 北大OLC 

51 中村 僚佑 1:51:58 岩手大学 

52 丹治 洸太郎 1:53:15 福島大OLC 

53 佐藤 那紀 1:54:18 東北大OLC 

54 寺田 直加 1:54:20 東北大OLC 

55 龍堀 巧 1:57:10 東北大OLC 

56 田尻 佳大 1:57:12 東北大OLC 

57 邊見 侑也 1:57:52 東北大OLC 

58 鈴木 陽介 2:05:11 福島大OLC 

 原 柊斗 2:35:44 岩手大学 

 小田切 佑樹 2:39:05 福島大OLC 

 鳥居 洸太 DISQ 東北大OLC 

 西平 楽 DISQ 東北大OLC 

 斎藤 滉弥 DISQ 東北大OLC 

 藤嶋 稜 DISQ 東北大OLC 

 菅野 正太 DISQ 福島大OLC 

 薗部 駿太 DISQ 東北大OLC 

 室谷 拓冶 DISQ 東北大OLC 

 武田 剛 DISQ 福島大OLC 

 小林 伸次 DISQ 東北大OLC 

 長南 光紀 DISQ 福島大OLC 

 橋本 大佳 DISQ 福島大OLC 

 大野 弘人 DISQ 北大OLC 

 

北信越Ms 7.5km ↑360m 

1 滝沢 壮太 1:12:21 NUOC 

2 石崎 建 1:13:34 金大OLC 

3 鈴木 皓紀 1:16:28 NUOC 

4 外石 裕太郎 1:16:33 NUOC 

5 福留 悠斗 1:17:50 金大OLC 

6 山本 哲也 1:26:40 金大OLC 



7 吉田 涼哉 1:28:50 金大OLC 

8 稲島 一真 1:29:20 金大OLC 

9 五十嵐 央人 1:31:02 金大OLC 

10 柴山 大侑 1:31:40 NUOC 

11 常見 圭汰 1:33:43 NUOC 

12 金田 蓮 1:35:43 NUOC 

13 坂本 慧 1:38:02 NUOC 

14 石田 大地 1:42:49 NUOC 

15 二瓶 勢真 1:49:24 金大OLC 

16 清水 有希 1:49:43 金大OLC 

17 岩渕 悠太 2:07:11 NUOC 

18 長山 真也 2:14:32 金工大OTC 

19 丸山 幸太 2:21:26 NUOC 

20 近藤 光 2:27:04 金大OLC 

 小笠原 篤也 2:30:54 NUOC 

 山田 徹 2:38:24 金工大OTC 

 濱口 広 2:42:01 NUOC 

 山下 政泰 3:09:35 NUOC 

 久保 翔平 3:28:04 金工大OTC 

 濱崎 大暉 DISQ 金大OLC 

 長谷川 拓海 DISQ NUOC 

 袴田 翔太 DISQ NUOC 

 大石 航輔 DISQ 金大OLC 

 瀬田 龍之介 DISQ 金大OLC 

 

C-北東Ms 7.5km ↑350m 

1 佐藤 誠也 1:09:30 青葉会 

2 塩平 真士 1:10:04 札幌OLC 

3 渡邊 大地 1:20:14 東北大OLC 

 高橋 郁磨 DISQ じゃじゃじゃOC 

 

C-北信越Ms 7.5km ↑360m 

1 神谷 孫斗 1:28:20 三河OLC 

2 小柏 景司 1:34:26 NUOC 

 



WE 7.0km ↑360m 

1 皆川 美紀子 1:15:11 みちの会 

2 高橋 友理奈 1:17:16 東北大OLC 

3 宮本 和奏 1:18:49 筑波大学 

4 出田 涼子 1:19:20 阪大OLC 

5 勝山 佳恵 1:21:47 ときわ走林会 

6 盛合 美誉 1:22:02 じゃじゃじゃOC 

7 加納 尚子 1:23:31 朱雀OK 

8 宮川 早穂 1:24:13 ES関東C 

9 中村 茉菜 1:25:59 ES関東C 

10 増澤 すず 1:26:52 筑波大学 

11 佐野 萌子 1:27:05 朱雀OK 

12 新井 宏美 1:31:01 京葉OLクラブ 

13 山森 汐莉 1:32:17 チームR 

14 木村 るび子 1:36:43 杏友会 

15 小野澤 清楓 1:36:51 前橋OLC 

16 小川 茉乃 1:37:17 トータス 

17 河村 優花 1:37:27 名大OLC 

18 椎名 麻美 1:47:55 三河OLC 

19 木村 史依 1:51:19  

20 高橋 利奈 1:51:33 早大OC 

 

W21A 5.2km ↑250m 

1 森谷 風香 1:22:06 入間市OLC 

2 香取 菜穂 1:23:07 京葉OLクラブ 

3 山根 萌加 1:24:41 京大OLC 

4 永山 尚佳 1:25:19 神大OLK 

5 冨永 万由 1:27:42 早大OC 

6 秋山 美怜 1:28:58 早大OC 

7 小竹 佳穂 1:29:05 筑波大学 

8 増田 七彩 1:29:48 杏友会 

9 小泉 佳織 1:30:16 入間市OLC/つだっこ 

10 菅原 真優 1:31:25 早大OC 

11 金子 詩乃 1:34:17 早大OC 

12 小橋 唯華 1:35:20 京女OLC 



13 石神 愛海 1:37:57 入間市OLC 

14 飯田 涼芳 1:38:30 杏友会 

15 八木 千尋 1:39:35 欅会 

16 二俣 みな子 1:44:53 つくばCocco 

17 直井 萌香 1:46:55 KOLA 

18 西谷 彩奈 1:49:23 早大OC 

19 阿部 朱莉 1:52:58 早大OC 

20 楊 馨逸 1:58:07 早大OC 

21 松本 環 2:01:14 早大OC 

22 石坪 夕奈 2:05:28 東京農工大学 

23 古田島 泰代 2:06:19 長岡OLC 

24 稲辺 穂乃香 2:07:40 東京農工大学 

25 土江 千穂 2:08:03 京都OLC 

26 野口 珠希 2:10:36 筑波大学 

27 増田 風見花 2:17:26 杏友会 

28 井上 千帆里 2:20:05 KOLC 

29 野村 麻奈 2:26:44 KOLC 

 松島 彩夏 DISQ 杏友会 

 小山 智子 DISQ 鳩の会 

 渡辺 紀保 DISQ 早大OC 

 橋本 花恵 DISQ 茨大OLD 

 渡辺 円香 DISQ ES関東C 

 

WAS 3.0km ↑150m 

1 上島 乃英 0:48:15 つるまいOLC 

2 近藤 寛子 0:54:59 ICU OG 

3 平方 遥子 0:57:34 鞍部同好会 

4 大類 茉美 0:57:35 丘の上 

5 田島 聖子 1:06:16 杏友会 

6 小林 晴美 1:06:46 実践女子大学OG 

7 村山 友梨 1:08:50 入間市OLC 

8 多田 麻理 1:09:27 実践OG 

9 金子 奈央 1:13:52 十文字OG 

10 齋藤 恵梨 1:15:13 津田塾OG 

11 中島 緑里 1:17:01 杏友会 



12 福吉 桜子 1:24:50 OLK33rd 

13 藤島 志帆 1:28:04 杏友会 

14 寺岡 倫子 1:28:23 東大OLK 30期 

15 加藤 めぐみ 1:30:12 十文字OG 

16 岩田 真依 1:42:09 杏友会 

 平戸 優美 2:20:17 OLK33rd 

 濱野 まりあ DISQ KOLC 

 秋吉 美里 DISQ OLK33rd 

 

W70A 2.1km ↑100m 

1 今井 栄 0:56:03 ワンダラーズ 

2 海野 とみ子 1:10:36 入間市OLC 

3 久保 君子 1:41:01 練馬OLC 

 

W60A 2.1km ↑100m 

1 酒井 か代子 0:38:53 Team白樺 

2 植松 裕子 0:43:05 入間市OLC 

3 高橋 明美 0:46:02 サン・スーシ 

4 成田美奈子 1:20:33 入間市ＯＬＣ 

5 高村 陽子 1:29:58 上尾OLクラブ 

6 山本 陽子 1:31:12 ES関東クラブ 

 

W50A 2.5km ↑110m 

1 三好 暢子 0:28:51 上尾OLC 

2 吉田 しのぶ 0:37:23 方向音痴会 

3 上松 典子 0:42:16 サン・スーシ 

4 丸山 由美子 0:44:11 長岡OLC 

5 金原 和泉 0:51:34 東京OLクラブ 

6 田中 拓美 0:51:38 長野県協会 

7 河村 尚美 0:53:58  

8 佐藤 奈穂子 1:00:51 OLCサンスーシ 

9 渡辺 加与美 1:05:23 入間市OLC 

10 瀬谷 利花 1:10:14 大阪OLC 

 池田 玲子 DISQ  

 山田 京子 DISQ 入間市OLC 



 

W43A 3.0km ↑150m 

1 光瀬 美樹 1:11:09 サン・スーシ 

2 高津 寿三鈴 1:14:34 Club阿闍梨 

3 近藤 香澄 1:18:25  

 緒方 美智 DISQ 奈良市 

 

W35A 4.3km ↑240m 

1 寺嶋 貴美江 1:21:19 ES関東C 

2 宮本 知江子 1:21:38 京葉OLクラブ 

3 村越 久子 1:36:00 静岡OLC 

4 大澤 貴子 1:54:51 サン・スーシ 

 

W20A 3.4km ↑160m 

1 大栗 由希 0:49:49 茨大OLD 

2 吉田 茉莉枝 0:53:40 茨大OLD 

3 横山 由奈 1:02:21 東北大OLC 

4 藤井 明日香 1:03:35 KOLC 

5 髙倉 玲衣 1:05:03 宮城学院女子大学 

6 杉山 由佳 1:11:44 東北大OLC 

7 根本 真子 1:15:13 茨大OLD 

8 古田島 鈴音 1:19:46 長岡高校OLK 

9 中村 莉子 1:21:18 宮城学院女子大学 

10 後藤 凜 1:21:26 筑波大学 

11 臼井 千尋 1:37:29 東工大OLT 

12 藤田 奈津美 1:51:50 奈良女OLC 

13 吉居 育美 1:58:02 奈良女OLC 

 赤堀 美帆 DISQ KOLC 

 茶藤 あみ DISQ 東北大OLC 

 加藤 小雪 DISQ KOLC 

 

W15 2.4km ↑100m 

1 鈴木 万結 0:44:51 東農大三中OL部 

2 酒井 心菜 0:45:39 東農大三中OL部 

 



W12 2.3km ↑90m 

1 佐藤 果凜 0:50:49 荏田西小学校 

 

WF 2.3km ↑90m 

1 MYRNES 

RAGNHILD 

0:21:06 東工大OLT 

2 菊地 美里 0:24:09 東北大OLC 

3 山本 小百合 0:31:06 茨大OLD 

4 田中 ひとみ 0:31:44 KOLC 

5 佐藤 隆奈 0:32:41 筑波大学 

6 久保田 遥 0:32:44 東北大OLC 

7 正山 阿智 0:34:14 KOLC 

8 松本 芽依 0:35:13 KOLC 

9 尾串 夏希 0:36:26 KOLC 

10 高野 玲奈 0:40:26 KOLC 

11 塚本 理紗子 0:41:01 KOLC 

12 佐々木 花衣 0:43:39 茨大OLD 

13 久保田 愛 0:43:56 早大OC 

14 加藤 涼子 0:45:50 KOLC 

15 福井 真紘 0:48:13 KOLC 

16 熊谷 歩香 0:48:15 宮城学院女子大学 

17 大木 美穂 0:48:42 KOLC 

18 中司 碧 0:53:03 東工大OLT 

19 肥後 ななみ 0:53:58 KOLC 

20 宇佐美 綾野 1:07:28 宮城学院女子大学 

21 島﨑 はるか 1:07:33 茨大OLD 

22 髙橋 菜摘 1:09:49 宮城学院女子大学 

23 友淵 綾香 1:11:47 宮城学院女子大学 

24 村上 碧澄香 1:13:45 宮城学院女子大学 

25 三上 夏生 1:18:26 KOLC 

 住谷 遥夏 DISQ 早大OC 

 

北東Ws 5.5km ↑230m 

1 小林 祐子 1:16:52 東北大OLC 

2 伊東 加織 1:18:09 東北大OLC 



3 八木橋 まい 1:24:34 東北大OLC 

4 渡邉 裕子 1:29:33 岩手大学 

5 佐藤 汐子 1:34:21 宮城学院女子大学 

6 進藤 緑里 1:37:02 岩手大学 

7 菊池 美結 1:48:56 岩手大学 

8 木本 円花 1:58:22 北大OLC 

9 木村 瑳月 2:19:15 東北大OLC 

10 佐藤 成美 2:21:23 福島大OLC 

 高橋 志穂 2:47:56 岩手大学 

 白土 睦 DISQ 宮城学院女子大学 

 

北信越Ws 5.5km↑230m 

1 河野 珠里亜 1:35:42 NUOC 

2 多田 明加 1:54:16 金大OLC 

 井上 希美 4:21:25 金大OLC 

 神戸 麻衣 DISQ NUOC 

 

C-北東Ws 5.5km ↑230m 

1 高橋 ひなの 1:24:27 青葉会 

2 篠塚 みずき 1:26:37 KOLC 

3 岩﨑 佑美 1:26:48 KOLC 

4 清野 幸 1:27:44 KOLC 

5 松田 千果 1:34:36 KOLC 

6 杉山 真理 2:11:49 KOLC 

 田村 一紗 DISQ KOLC 

 

BL 3.4km ↑160m 

1 金井 桂一 1:02:43 方向音痴会 

2 伊藤 ひかり 1:36:42 茨大OLD 

3 中村 有哉 1:45:12 東農大三中OL部 

 湯田 満希 DISQ  

 山田 直輝 DISQ 茨大OLD 

 

BS 2.4km ↑100m 

1 香取 由里子 0:34:34 京葉OLクラブ 



2 佐藤 実紀 0:36:59 神奈川県立多摩高校 

 

N 2.3km ↑90m 

1 佐藤 航大 0:30:27 東農大三中OL部 

2 徳木 優海 0:31:05 東農大三中OL部 

3 海老沢 裕徳 0:31:10  

4 田中 もも 0:33:42  

5 愛甲 隼 0:33:53 東農大三中OL部 

6 伊藤 和 1:06:30 東農大三中OL部 

7 梅田 将太 1:06:32 武相 

 

G 2.3km ↑90m 

1 大久保 英明 0:27:06  

2 近藤 貴文 0:31:02 おしゃがみ党 

3 多田 裕司 0:32:45 ポケん家 

4 土田 大 0:39:44  

5 雑賀 拓己 0:41:40 つくば市 

6 田丸 蒼大 0:47:59 BABAlab 

7 小泉 敬一 0:51:40 小泉家 

8 鵜沼 郁 1:04:53 無し 

9 西脇 博子 1:15:12 入間市OLC 

 

Navi-C 7.1km 370m 

1 大橋 晴彦 1:08:00 杏友会 

2 横田 俊樹 1:20:37 MS同志会 

3 森田 祐子 1:26:30  

4 古市 秀明 1:30:14  

5 近内 京太 1:30:45 MS同志会 

6 小野 孝行 1:32:31 MS同志会 

7 八幡 尚 1:42:01  

8 柳瀬 秀貴 1:43:36 新潟県ロゲイニング協会 

9 高橋 行男 1:52:41 エバニューAC 

10 宮山 尚也 2:00:52  

11 太田 一寿 2:11:17 エバニューAC 

12 熊倉 良樹 2:20:38 新潟県ロゲイニング協会 



 佐藤 文 2:31:31  

 杉戸 崇彦 2:40:54 げらツネCUP 

 長井 真理子 2:46:38 新潟ロゲ協 

 松本 武史 2:50:46  

 吉奥 祐介 DISQ  

 井上 大 DISQ ACRO東京 

 

OA 6.0km ↑260m 

1 村越 真 0:56:48 静岡OLC 

2 中島 正治 0:59:32  

3 立川 大輝 1:14:22 丘の上 

4 下村 淳子 1:48:30  

5 川本 真輝 1:57:37 札幌OLC 

 

OAS 4.3km ↑140m 

1 西名 慧史 0:51:15 ときわ走林会 

2 須藤 かおる 1:30:46 入間市OLC 

3 清水 茂 1:33:19  

4 鈴木 佑輔 1:46:08  

 田中 朝紀 2:07:45  

 綿引 智之 2:07:48  

 中島 嘉久 2:08:45  

 常住 紗織 DISQ ときわ走林会 

 嵯峨 宏子 DISQ club阿闍梨 

 

OASS 3.0km ↑150m 

1 浅井 迅馬 0:38:54  

2 小林 二郎 0:44:49 入間市OLC 

3 鈴木 榮一 0:58:36 千葉OLK 

4 須藤 友絵 1:25:18 入間市OLC 

5 服部 早苗 1:41:04 入間市OLC 

6 金山 柚佳 1:59:27  

 植木 国勝 2:43:38  

 

OBL 3.4km ↑160m 



1 尾花 勇 1:04:51  

2 上野 晋平 1:16:42  

 

OBS 2.4km ↑100m 

1 岡野 諭 0:31:18 杏友会 

2 山本 英勝 0:36:52 渋谷で走る会 

3 山本 美沙 0:37:33 渋谷で走る会 

4 上野 大悟 0:55:44  

 

OMF 3.0km ↑160m 

1 岡田 航太朗 0:41:53 早大OC 

2 髙木 大誠 0:45:00 金大OLC 

3 宮岡 竜也 0:49:11  

4 増井 貴登 1:17:47 早稲田大学OC 

 中村 洋介 DISQ 早大OC 

 

OWF 2.3km ↑90m 

1 白倉 鈴 0:26:52 金大OLC 

 

ON 2.3km ↑90m 

1 小牟禮 真人 0:20:02  

2 清水 優里 0:45:26  

3 遠藤 まゆみ 1:30:16  

 

OG 2.3km ↑90m 

1 宇治橋 浩之 0:36:41  

2 清水 嘉之 0:58:28  

3 征矢 浩明 0:59:43  

 

調査依頼とその回答 

調査依頼 

67 番コントロールユニットが反応しないことを確認し、バックアップラベルを確認したが

その時点で E カードからラベルがはがれていた。そのため、その時同時に 67 番コントロー



ルにいた（クラブ名）所属の（個人名）さんにパンチしたことを確認してもらいフィニッシ

ュ後にその証明をしてもらうことにした。以下をもって 67 番コントロール通過を証明しま

す。（以下署名） 

回答 

①日本オリエンテーリング競技規則および関連規則類の運用に関するガイドラインの 18項

に以下の場合に失格になると記されております。 ＊カードにパンチしたことの電子記録が

ない場合 かつ ＊バックアップラベルにパンチの記録がない場合 本調査依頼はこの要件

に該当します。 ②通過記録は通過機器によってのみ為されるべきであり、それ以外の方法

による証明は公平性に欠けます。 ③バックアップラベルは電子パンチングシステムの動作

不良時の通過 証明手段であり、バックアップラベルの脱落を防ぐのは 競技者個人の責任

です。 これら 3 つの観点より、失格とします。 

 

調査依頼 

計センで DISQ といわれたが、バックアップラベルに穴が開いていたため、救済されたが、

速報（ラップセンター）では DISQ になっています。 

回答 

計算センターで確認した結果、通過証明がなされておりましたので、後日発表する公式の成

績では完走として記録が掲載されます。 

 

 

募金のご報告 

 会場の受付に、東大 OLK から選出された JWOC/AsJYOC 代表選手 6 名(阿部 悠/香取 瑞

穂/世良 史佳/朝間 玲羽/椎名 晃丈/伊庭 しづる)へのカンパ用募金箱を設置いたしました

ところ、総額 49,010 円の募金をいただきました。これらは全額 6 名の遠征費として充てさ

せていただきます。皆様の温かいご支援に心より厚く御礼申し上げます。 

 

 

運営者一覧 

大会責任者        森川 周 

運営責任者        柏田 芳樹 

競技責任者・コース設定者 中村 僚宏 

渉外責任者        栗本 美緒 

作図責任者        池田 直樹 

調査責任者        根本 夏林 



渉外責任者補佐      山田 大雅 

作図責任者補佐      椎名 晃丈 

調査責任者補佐      香取 瑞穂 

エントリー責任者     大鶴 啓介 

Web 責任者   片岡 茅悠 

会計責任者        保木 祥声 

広報責任者        佐藤 珠穂 

資材責任者        松本 明訓 

大会公式キャラクター制作 野中 麻佑子 

大会動画制作       藤平 歩 

大会 T シャツ製作      浅井 寛之 

大会クリアファイル製作  門松 歩美 

イベントアドバイザー   八神 遥介 

 

本部付きドライバー 

比企野 純一、保木 祥声、小林 尚暉 

会場パート 

世良 史佳(パートチーフ)、佐藤 珠穂、浅井 寛之、藤平 歩、大鶴 啓介、朝間 玲羽、池ヶ

谷 みのり、西浦 裕、熊木 智哉、伊藤 颯、河野 隼司、奥澤 秀斗、菅谷 美羽、藤江 開生、

物見 知也、福嶋 彩花、仲田 有沙 

スタートパート 

日比 浩喜(パートチーフ)、塚田 恵理、小林 美咲、松本 明訓、野中 麻佑子、鈴木 日菜、

金子 稜、冨山 詩央里、烏野 祐作、野中 勇希、和田 あかり、前田 将和、徳岡 友乃、坂

根 歩実、牧野 航大、藤澤 達也 

フィニッシュパート 

香取 瑞穂(パートチーフ)、木下 達仁、小森 優真、門松 歩美、阿部 悠、有澤 達哉、永濱 

壮真、福田 熙一、長瀬 麻里子、上島 じゅ菜 

計センパート 

片岡 茅悠(パートチーフ)、山川 登、藤原 悠平、明神 紀子、衣笠 匠斗、萱園 萌 

競技救護パート 

鶴原 啓(パートチーフ)、長江 有祐、大橋 陽樹、椎名 晃丈、根本 夏林、高久 彩、松嶋 亮

弥、中村 咲野、伊藤 元春、田中 琉偉、木村 咲、仲長 航、宗安 慧悟、九津見 梓紗、佐

藤 佑亮 

体験会パート 

杉山 桃菜(パートチーフ)、古田 陸太、山田 大雅、志村 紫保、才村 梨奈、村上 晶海、佐

藤 加奈、齋藤 佳大、奥野 未依菜、相馬 哲兵、仲 夏希、晴城 琴葉 



交通パート 

久保川 和馬(パートチーフ)、石田 晴輝、佐藤 公洋、権守 歩斗、松澤 京加、薄井 聡汰、

阿部 冬星、吉田 脩人、松原 佑季、和田 佳一郎、野村 啓太、小森 直人、竹安 宏曜 

バスパート 

増子 真太朗(パートチーフ)、伊藤 嵩真 

演出パート 

小林 璃衣紗(パートチーフ)、田原 真綺、池田 直樹 

 


