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第 34 回東大 OLK 大会報告書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日  2012 年 6 月 3 日（日） 

開催地  群馬県吾妻郡東吾妻町 

会場 東吾妻町役場東支所 

地図 2012 年東大 OLK 作成『五町田 ～白狐の嫁入り～』 

縮尺 1:10000 通行可能度 4 段階表示 Trimble 社 Juno SB 使用 

主催 東京大学オリエンテーリングクラブ 

（東京・一橋・実践女子・実践女子短期・津田塾・日本・ 

お茶の水女子・十文字学園女子・立教・東京医科歯科の各大学より構成） 

後援 日本学生オリエンテーリング連盟 東吾妻町・東吾妻町教育委員会 

群馬県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 

協賛 浅間酒造株式会社 味の素株式会社 O-Support(noname 日本代理店) 

株式会社エバニュー 桔梗館 小山農園 丸源清月堂 
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●ご挨拶 

○大会責任者 真保陽一 

このたびは第 34回東大 OLK大会ご参加いただき誠にありがとうございました。多くの運営者、参加者に恵まれ、

活気ある大会を開催することができました。さて、今回大会は熊の出没という極めて珍しい理由によって中止と

なってしまいました。 このような理由で大会が不成立となってしまうことは滅多におこらないとは思いますが、

オリエンテーリングが山の中で行われる競技である限り後も十分起こり得るでしょう。この報告書には今回の大

会での熊出没からの運営者の動きが記されています。競技を成立させることはできず、大会の本来の目的を果た

すことはかないませんでしたが、せめてこの報告書が今後のオリエンテーリングの大会運営に役立てられれば幸

いです。最後に大会運営に協力していただいた皆様、参加者の皆様に感謝申し上げ、来年以降の東大 OLK 大会へ

のご参加をお願いいたしまして、ご挨拶とさせていただきます。 

 

○競技責任者 牧野達哉 

 第 34 回東大 OLK 大会へのご参加、誠にありがとうございました。大会当日はクマの出没という前代未聞のト

ラブルに見舞われ、大会は途中中止という形となってしまいましたが、参加者の皆様に怪我がなく無事に大会を

終えることができたことを嬉しく思います。 

 さて、今大会のテレイン「五町田 ～白狐の嫁入り～」はいかがでしたでしょうか。今大会のコースのコンセ

プトとしてはいかに爽快なコースを提供できるかを重視しつつも、ロングを走る上での体力・登坂力・冷静なル

ートチョイスを求めるコースを意識いたしました。参加者の皆様に楽しんでいただけたのなら、コース設定者と

してとても嬉しく思います。 

 当日はハチによるコントロール位置の変更やクマ出没・突然の雨など不運なこともありましたが、大会開催に

あたっては地元の方々、また大会を盛り上げてくださった参加者の皆様に心より御礼申し上げます。 

 今後とも東京大学オリエンテーリングクラブならびに東大 OLK 大会をよろしくお願いいたします。 

 

○大会コントローラ 小林知彦 

この度は第 34 回東大 OLK 大会にお越し頂き、誠にありがとうございました。今大会は 20 年前にインカレが

開催された範囲の地図の版権を日本学連から譲り受け、GPS を導入してリメイク致しました。多くの参加者にと

って初めてオリエンテーリングをする山林であり、新鮮な気持ちで臨めたのではないでしょうか。近年は利用勝

手の良いテレインが好まれ、大会やセレクションで繰返し利用される傾向にあります。今大会も開催地候補とし

て東京近郊や過去の東大 OLK 大会で使用した地図のリメイクという案もありましたが、そのような選択肢から五

町田を選んだ学生達のこだわりを感じて頂ければと思います。 

それだけに途中で中断を余儀なくされ、皆様に五町田を満喫いただけなかった事が残念でなりません。大会当

日の進行や応対においてはご心配、ご不便をおかけする事があったかと思いますが、参加者の安全確保を最優先

したためであり、止むを得ない部分もあった事をご理解いただけますと幸いです。 

さいごに、大会開催に御尽力いただいた東吾妻町の皆様と参加者の皆様に厚く御礼申し上げまして挨拶に代え

させていただきます。引き続き東大 OLK 大会を宜しくお願いします。 
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●クマ出没への対応についての報告 

Ⅰ.クマ出没による各パート及び本部、給水所別の初動 

 

時刻 本部 ゴール 救護所 西南給水所
西北給水所
（競給パートチーフ）

東給水所 スタート

12:40
5人ほどの競技者よりク

マの目撃情報

競給パートチーフに連絡

スタート閉鎖

スタート撤収開始

救護所の判断で目撃者

含め競技中断

救護所からの連絡を受

け運営責任者へ連絡

12:42
運営責任者に連絡

つながらず大会責任者へ

12:44

大会責任者より正式

に競技者の停止を

各給水所および

ゴールに連絡

12:45 警察に通報
本部から競技者を止め

るようにとの連絡

運営者全員に対し

メーリングリストでク

マ出没の連絡

12:46

本部より帰還命令

スタート～会場間

のテープ誘導のみ

撤収しきれず

12:47
ゴールに連絡

到達

最初の目撃者（池さん）

よりクマの出没場所を本

部に連絡

12:50

競給パートチー

フから連絡

競技者を止め

はじめる

12:52

ゴールにゴール地

区にたまる人に対し

会場への帰還を指

示

ゴール地区に

人が溜まらな

いように指示

12:53
競給パートチーフより

連絡

競技者を止めはじめる  

 ・本部 

  競技者の安全確保のため大会責任者の判断により競技一時中断を決断。その後各責任者に報告。 

  また会場の参加者には混乱を招かないためクマ出没についてはアナウンスしないことを決定。 

  その後の対応については警察の指示を仰ぐ。 

 ・救護所 

  事前のマニュアルにてクマ出没時は競技中断、各給水所にて競技者を止めることまでは決定していたので、

独断で競技者を止めた。 

 ・主に連絡をした者 

  本部：真保（大会責任者）・小石原（運営責任者）・牧野（競技責任者） 

  警察への連絡・対応：石野（渉外責任者） 

  ゴール：鈴木（ゴールパートチーフ） 

  救護所：銭  西南給水所：田中（競給パートチーフ）  西北給水所：糸賀 

  東給水所：榎本  スタート：山本（スタートパートチーフ） 
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Ⅱ.対応を決断してからの流れ 

 

時刻 本部 ゴール 救護所 西南給水所
西北給水所
（競給パートチーフ）

東給水所 警察

参加者を集団下山

させることを決定

12:55
本部より連絡

競技者を集団下山させる

12:57
本部より競技者を集

団下山させるとの指

示

12:58
競技者を集団で下山させ

始める。

13:00頃
競技者を集団で下山

させ始める。

競技者を集団で下

山させ始める。

13:03 警察到着

13:10
ルートチョイスにより東給

水所を通らない競技者の

ため一部人員を移動

13:15頃 第二陣下山開始

13:40頃 第三陣下山開始

13:45頃
本部より運営車到着

1年生を上級生と交代

本部より運営車到着

1年生を上級生と交代

14:15頃
警察到着、運営者と

交代
警察到着、運営者と交代

14:16
本部より全員に

メーリングリストで

現況報告

14:20頃
最後の参加者を回収

運営車で会場へ

15:10頃
警察到着、運営者と

交代
警察到着、運営者と交代

15:35
未帰還者無

しが確定し撤

収開始

 

 

  

 方針：競技者を各給水所でとめ、集団で帰還させる。また運営者についても 1 年生の安全確保を優先し、スタ

ートパートなどの仕事の完了したパートの上級生と交代させ、各給水所に運営車を派遣しクマ出現時の待避所

とした。警察が到着し次第順次警察に業務を引き継いだ。ただし給水所の位置について警察と運営者側で若干

の相違があり、東給水所および救護所の撤収が遅れた。 
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Ⅲ.未帰還者のチェック 

未帰還者チェックについて計センを利用しようと考えたが、当日計セントラブルにより未帰還者チェックが行

えなかった。このため計セン復旧を待ちつつ、帰宅を希望する人について会場の正面入り口にて帰宅する方のゼ

ッケン番号を控えて未帰還者チェックを行った。 

計セントラブル復旧後（15 時ごろ）は 9 人ほど未帰還との結果が出たが、個人や各所属クラブに連絡を取り

全員の安否を確認した。 

 

Ⅳ.中止の判断について 

 クマ出没による中止の判断について競技者の安全確保のためにはやむを得ない対応だった。クマ出没からの競

技中断の流れは迅速で適切だった。 

 

 

Ⅴ.競技への影響 

本大会はクマの出没により途中中止となったが、出走者全員がクマ出没による影響を受けなかったクラスにつ

いては成立とした。一人でもクマ出没による給水所での制止などを受けた競技者がいたクラスは不成立とした。 

 

【成立クラス】 

M70A、W60A、M50A、W50A、M43A、W43A、M35A、W35A、W12、BL、BS、OBS 

【不成立クラス】 

ME、WE、M21A1、M21A2、W21A、MAS、WAS、MASS、M60A、M20A、W20A、M18A、M12、MF、WF 

北東 Ms、北信越 Ms、北東 Ws、北信越 Ws、OA、OAS、OASS、OBL、OMF、OWF 

 

Ⅵ.クマ出没の可能性についての認識 

 本大会の調査期間や準備期間を含め五町田地区にクマが出没したことは一度もなかったため、大会当日にクマ

が出没することを事前に予知することは難しかった。また前日試走や設置、当日朝のポスト確認においてもクマ

を目撃した運営者はおらず、クマの接近を事前に察知することはできなかった。 

 

 

競技責任者 牧野達哉 
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●ハチの巣の発見による 216 番コントロールの変更についての報告 

 当日に公式掲示板でも報告いたしました通り、216 番コントロール付近にハチの巣がありコントロール位置の

変更および立入禁止区域の設定について詳しい経緯を含め報告いたします。 

 

Ⅰ.発見からコントロール位置変更までの流れ 

 ①前日試走により試走者が 216 番コントロール付近でハチを目撃し木のうろにハチの巣を発見。（下右図参照） 

 ②全コントロール確認を終えた競技責任者と大会コントローラが夕暮れ前にミツバチの巣を確認。 

 ③大会責任者なども交え対応を協議。 

  競技者の安全確保が第一と考え対策案として 

   ・216 番コントロールの移動 

   ・ハチの巣付近を迂回する誘導の設置および 216 番コントロールの移動 

   ・216 番コントロールの廃止 

   ・ハチの巣付近を立入禁止テープで囲み競技者が近づかないようにする 

  などが挙がった。 

  またクラスごとに対応を分けることは競技者に混乱を招きかねないので対応は一本化することとなった。 

  このうちコントロールの廃止はコースのまわしに大きく影響を与えるクラスがあるため却下。ハチの巣付近

を立入禁止とする案についてはハチの巣から何ｍ離れれば安全なのかという判断は下せないことから却下さ

れ、夜 9 時にはコントロール位置の変更で対応することが決定。 

 ④地図の刷り直しは時間を考えると不可能だったため、公式掲示板にてその旨を告知することで決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  左の写真は木のうろにあったミツバチの巣 

 数匹のハチが出入りしていた。 
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Ⅱ.コントロール位置の変更場所および立入禁止区域の設定場所 

 変更前のコントロール位置およびディスクリプション 

 

 変更前はラフオープンの南西の角というコントロール位置だっ

た。 

 変更場所として左下図の道と植生界の分岐が候補に挙がり、その

まま決定した。 

 理由：地図に変更点を記載できないことからより単純でわかりや

すいコントロール位置とすることが望ましいと考えられたこと。 

また本来ランク2からアタックするクラスにとってコントロール

位置が川側にずれることはコースに大きな変化をもたらすこと。 

また川側からランク 2 に脱出することができないこと。 

などがあった。 

 

 

 

 

変更後のコントロール位置およびディスクリプション 

 

※危険個所の表記と重なることで 216 番コントロールの円が見にくくなるため、便

宜上円を青色にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後のコントロール位置               立入禁止テープの例 
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Ⅲ.コントロール位置変更の告知方法 

 ・公式掲示板およびスタート前の掲示板 

216 番コントロール付近（それ以外のコントロールについては競技の公平性を損なうので載せなかった）の

変更前と変更後の地図およびディスクリプションを公開した。また変更のあったクラスについては変更後のコ

ントロール位置を表示したディスクリプションを配布した。 

 ・スタートの 2 分前枠 

全体地図における 216 番コントロールの位置を知らせるため、216 番コントロールおよび新たな立入禁止区

域のみを載せた全体地図を公開した。 

 ・216 番コントロールがコースに含まれるクラスが通る直前コントロール（202、203、206、208、211 番コ

ントロール） 

次のレッグを掲載した立て看板を設置した。 

 

Ⅳ.競技の取り扱い 

 コントロール位置の変更についての周知はしっかりとなされており、競技への影響はあったとしても各クラス

の競技者にとって平等なものであったと言える。 

 

競技責任者 牧野達哉 
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●ゴール地区のレイアウト変更の告知ミスについての報告 

 はじめに、当日はこのような不手際があり参加者の皆様には大変な迷惑をおかけしましたことをここにお詫び

いたします。このような不手際が今後生じぬよう改善していきたいと思います。 

 

Ⅰ.経緯 

大会前日の段階で大会前々日夜にかけて降った雨によりゴール地区がぬかるみラストコントロール～ゴー

ルの誘導区間が危険なのではないかとゴールパートチーフが判断し、ゴール誘導区間の短縮を提案。競技者の

安全確保のためこれを了解した。 

  競技者への告知は公式掲示板にて行う予定だったが、公式掲示板への掲示が行われなかった。運営者がこれ

に気付いたのはすでに競技者がスタートへと向かい始めてからであり、その段階で告知することは競技の公平

性を損なうこと、また変更は誘導区間の短縮であり競技への大きな影響は無いとの判断で公式掲示板への掲載

を見送った。 

 

Ⅱ.公式掲示板に掲載予定だった文章と図 

 公式掲示板に掲載される予定だった文章と図は以下の通り 

・文章 

 

 

 

 

 

 

  

(重要)ゴール地区レイアウト変更 

変更１ 

ゴール予定地の状況が変化したため、フィニッシュ位置を変更しました。 

この変更は地図には反映されていません。 

これに伴い最終コントロール～フィニッシュの赤白ストリーマー誘導区間が 

100ｍから 60ｍへ短縮されました。 

この変更は地図に記載のコントロール位置説明（ディスクリプション）および配布のディスクリプショ

ンには反映されていません。 

変更 2 

ゴール地区の西側、北側の境界に立ち入り禁止の青黄テープがはられています。 

この立ち入り禁止は地図上には表記されていません。競技中、この立ち入り禁止ラインを越えてゴール

地区に進入することはできません。 
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 ・図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.公式掲示板での謝罪 

 スタート閉鎖時刻と同時に公式掲示板に以下のような謝罪文を掲載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ.競技の取り扱い 

 先にも述べたとおり、競技者への影響は軽微であったことから、競技には大きな支障はなかった。 

 

競技責任者 牧野達哉 

  

 

ゴール地区のレイアウトについてのお詫び 

 

 ゴール地区のレイアウトを、大雨で地面が滑ることによる競技者の安全確保を考え、プログラム掲載

のレイアウトより変更いたしました。 

 このことは公式掲示板に掲載する予定でしたが、掲載が遅れてしまい、すでにスタート地区に向かっ

た参加者がいらしたので、競技の公平性の観点から掲載を見送りました。 

 また、この変更はラストコントロール～ゴールのテープ誘導区間だったので競技者に与える影響は小

さいと認識いたしております。 

 

 

 このたびは運営者の不手際で参加者の皆様に多大なる迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上

げます。 

 

競技責任者 牧野達哉 
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●警察との渉外についての報告 

 今大会においては、テレインのある吾妻郡東吾妻町を管轄する吾妻警察署との渉外問題が存在しました。 

 大会当日、問題がないかの視察のため、熊出没前から会場にパトカーが来ていたことに気づかれた方もおられ

るかと思います。今大会は開催において様々な条件を警察から課せられておりました。寡聞にして、このような

ケースがこれまでにあったかどうか知らないのですが、今後のオリエンテーリング大会開催における渉外の一助

になればと思い、報告させていただきます。 

  

Ⅰ.問題発覚から道路使用許可が出るまでの流れ 

 大会当日、案内の看板、給水所、救護所等を設置する関係上、吾妻警察署から道路使用許可をもらう必要があ

った。そのため、2012 年 3 月 5 日、吾妻警察署へオリエンテーリング大会に関する企画書を送付し、連絡をと

る。その際の回答は、東吾妻町教育委員会と相談してからとのことだった。しかし、同 3 月 28 日、教育委員会

と連絡をとったところ、警察が大会開催に難色を示し、現時点では道路使用許可を出さないつもりであることが

判明する。 

 その後、警察と直接連絡を取り、意向を伺ったところ、整備されていない山で行うオリエンテーリングという

競技の危険性について警告を受け、何らかの緊急事態が起こった際の対応策等について定めるよう指示を受けた。 

 その際、示すように言われたことは以下の通り 

  

①緊急時の連絡網、マニュアル 

②主催、責任者は誰なのか 

③参加者の名簿 

④大会の詳細なタイムテーブル 

⑤スタート地区、ゴール地区の位置。給水所・救護所・看板など設置物の位置 

 

＊②についての補足 

不測の事態が起こった場合、最終的な責任者が学生では、責任を取れない可能性があるとの警察側の考えがあ

った。この場合の不測の事態というのは、最悪の場合、死亡事故や訴訟問題を想定していたようだった。そのた

め、最終的な責任者に社会的地位のある大人を置くよう強く求められた。この件に関しては、後援者であった、

日本学生オリエンテーリング連盟の協力を仰いだ。 

 

大会運営者で、今後の対策・方針を協議した後、4 月 17 日に警察・教育委員会・運営者の三者で協議とテレ

イン内の視察を行った。その際に追加で指示されたことは以下の通り。 

 

①テレイン内の危険箇所について報告し、安全対策を行うこと 

②救護所、給水所を設置する道を車両通行止めにして安全を確保すること 

③テープ誘導、看板の設置箇所、人員の配置について報告すること 

④テレイン内地権者の同意をもらい、その一覧表を提出すること 

⑤運営者の所属大学に大会の詳細を伝え、緊急時に連絡が付く体制にしておくこと 

 

 もっとも難航したのは、②の車両通行止め措置であった。この措置を行うためには、通行止めに関する、五町

田地区の区長同意書と、町の建設課の許可が必須だった。最終的にこれら二つが得られたのは 5 月 10 日であり、

その段階でやっと吾妻警察署に道路使用許可申請書を提出することが可能となった。しかし、この段階に至って、
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全クラスのコース図提出と年少者の安全対策を指示され、再び使用許可を得る過程に遅れが生じた。結果的に、

実に大会開催 5 日前の 5 月 29 日に道路使用許可が下りるという綱渡りになってしまった。 

 

 

Ⅱ.反省・提言等 

 既に報告したように、今大会は熊出没という緊急事態が起こり、競技中止・参加者の安全確保を行う必要が生

じた。 

警察の指示に従い、緊急時のマニュアル作成を行ったこと、緊急時の対応に関して例年以上に話し合ったこと

は、結果的にこれらの対応を迅速に行う上で非常に役に立った。また、警察との連携も、多少乱れたところはあ

ったが、事前の話し合いを持たなかった場合よりもスムーズに行えたであろうことは、想像に難くない。やはり

大会の開催にあたっては、事前に緊急事態を想定し、その場合の対策を決めておくことが望ましいと思う。 

 

警察の意向が判明した後、クラブ内では、警察の許可をもらわずに大会を開催できないのかとの声も上がった。

しかしその場合、看板・給水所・救護所を道路上に設置できなくなるので、かなり制約が生じる。また、設置物

以外の面でも、大会中に警察の介入を受ける可能性があった。更に、教育委員会が、警察の許可が下りない場合

大会開催に協力できないとの意向を示したことが、より深刻であった。本大会会場、体験会会場、駐車場、バス

停車場はいずれも教育委員会の管理であり、これら全てが使用できないとなると、大会開催は事実上不可能だっ

た。よって、警察から道路使用許可をもらうことが、大会開催のためには不可欠だった。 

 

結果的に道路使用許可が下りるのが、大会開催直前になってしまったことは反省事項である。もう少し早い時

期に警察との交渉を行っておれば、このようなことは防げたかもしれない。東大 OLK 大会においては、近年 3

月頃に道路使用に関して警察と連絡を取ることが多いが、今後この時期を早めるべきであると感じた。ただ、こ

れまで、道路使用許可を得ることが難航し、時間がかかったという例は聞いたことがなかった。 

 

今回このような問題が起こった要因の一つに、東日本大震災がある。大震災以後、吾妻警察署は、これまで以

上に管内でのイベント等の開催について厳しい態度で臨むようになったようである。今後、警察に限らず、震災

を契機に態度を硬化させる個人・団体が増えるかもしれない。また、震災を経験したことにより、安全対策に神

経質になるのは当たり前のことであるとも思う。そこで、継続開催している大会においても、例年通りで大丈夫

だろうという意識を持たず、各所との渉外に臨むことが大切であると感じた。 

 

今後のオリエンテーリング大会開催にあたって、今回の事例が少しでも渉外の助けとなればと思う。 

 

渉外責任者 石野夏幹 
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●当日の計セントラブルについての報告 

 当日は運営者の不手際により個人速報の印刷中止、E カード返却の遅れなど参加者の皆様に多大なるご迷惑を

おかけし、大変申し訳ありませんでした。 

競技責任者 牧野達哉 

 

当日、計センにおきましてトラブルが発生し、読み取り業務や速報等、全ての作業に大幅な遅れが生じ、参加

者の皆様を混乱させてしまう結果となり、申し訳ございません。 

 また、当初配布を予定しておりました個人速報もお渡しできず、楽しみにして頂いていた皆様に重ねて謝罪申

し上げます。 

 ラップに関しましても、公開が大幅に遅れてしまい、ご迷惑をおかけいたしました。 

 今回の失敗を二度と繰り返さぬよう努め、今後の大会運営をより円滑に、かつ参加者の皆様にご満足頂けるよ

う努力して参ります。 

計センパートチーフ 宮田理紗 

 

 

●成績 

ＭＥ（不成立） - 7.4km ↑450m 

1  松澤 俊行  静岡ＯＬＣ  1:12:57 

2  紺野 俊介 横浜 OL クラブ  1:16:14 

3  柳下 大 みちの会  1:16:39 

4  山口 大助 ＥＳ関東Ｃ  1:17:12 

5  藤沼 崇 栃木県鹿沼市  1:18:11 

6  櫻本 信一郎 京葉 OL クラブ  1:19:42 

7  寺垣内 航 京葉 OL クラブ  1:19:56 

8  太田 貴大 みちの会  1:24:46 

9  小山 温史 トータス  1:25:06 

10 篠原 岳夫 渋谷で走る会  1:26:00 

11 大西 康平  ぞんび～ず  1:26:12 

12 新 隆徳  入間市 OLC  1:26:22 

12 田邉 拓也  養鶏 OLC  1:26:22 

14 寺田 啓介  鞍部同好会  1:34:42 

15 石輪 健樹  PAL's   1:35:01 

16 福西 佑紀  戸田研究室  1:35:07 

17 齋藤 翔太  黒霧島   1:39:50 

18 前田 裕太  茨城県つくば市  1:41:17 

19 佐藤 悠太  青葉会   1:43:30 

20 福井 直樹  阪大 OLC  1:44:42 

21 堀越 和宜  老害 OLK  1:46:23 

22 中野 雅之  東大 OB   1:53:21 

23 八神 遥介  青葉会   1:53:51 

   小林 遼  渋谷で走る会  DISQ 

  近藤 康満  名大 OLC  DISQ 

  小暮 喜代志  ES 関東 C  DISQ 

  大木 孝  みちの会  DISQ 

  野本 圭介  筑波大学オリエンテーリング愛好会 DISQ 

池 陽平 ＴｅａｍＴＥＣＮＩＣＡ DISQ 

   小見山 斉彰 チーバくんを応援する会 DISQ 

   谷川 友太 片塾   DISQ 

  古里 亮太 東京大学  DISQ 

  山上 大智 東大 OB   DISQ 

   石澤 俊崇 トータス  DISQ 

   長縄 知晃     DISQ 

   山根 祥延 大阪 OLC  DISQ 

 尾崎 弘和 早大ＯＣ  DISQ 

   中津留 聡士 京大 OLC  DISQ 

   上野 光 Team 白樺  DISQ 

   羽野 嵩志 一橋 OB   DISQ 

 

ＷＥ（不成立） - 5.6km ↑350m 

1  皆川 美紀子 みちの会   1:07:00 

2  渡辺 円香 ES 関東 C   1:11:28 

3  加納 尚子 朱雀 OK    1:11:51 

4  井出 恵理子 朱雀 OK    1:12:41 

5  高橋 美誉 岩手大学 OLC   1:15:02 
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6  星野 智子 津田塾大学   1:18:15 

7  朴峠 周子 ときわ走林会   1:20:41 

8  新井 宏美 mont-bell   1:22:33 

9  斎藤 早生 チーム白樺   1:33:51 

   山本 紗穏里 階段愛好会   DISQ 

   山岸 夏希 公文国際学園   DISQ 

      

 Ｍ２１Ａ１（不成立） - 6km ↑385m 

1  細川 知希 名大 OLC   1:03:32 

2  金谷 敏行 滋賀インカレ運営者ご一行 1:13:48 

3  前田 悠作 名大 OLC   1:15:32 

4  橋本 浩一 横浜ＯＬＣ   1:15:47 

5  渡仲 祥太 名大 OLC   1:16:23 

6  入谷 健元 滋賀インカレ運営者ご一行 1:17:45 

7  登坂 祥大 OLC ルーパー   1:21:19 

8  柴本 浩児 つばめ会   1:22:12 

9  曽原 直也  東工大オリエンテーリング部 1:22:26 

10 安中 勇大 むねひろ☆パラダイス 1:22:53 

11 岡崎 智也 こばともに会いに来た  1:22:54 

12 三善 研吾 名大 OLC   1:24:40 

13 高見 博道 OPC43    1:24:50 

14 久米田 誉晃 青葉会    1:26:31 

15 坪井 嘉広 立命館大学   1:30:48 

16 大塚 友一 京葉 OL クラブ   1:31:01 

17 堀江 悟 名大 OLC   1:31:19 

18 柄 晃裕 東京農工大学 オリエンテーリング部 1:32:43 

19 田中 裕也 OLK29 期   1:33:46 

20 和田 洋介 京大 OLC   1:36:35 

21 栄森 貴久 みちの会   1:37:04 

22 小林 涼介 東工大オリエンテーリング部  1:37:54 

23 木村 洋介 大阪ＯＬＣ   1:38:29 

24 景山 健 滋賀インカレ運営者ご一行  1:39:14 

25 武村 譲 札幌農学校   1:40:48 

26 小菅 一輝 むねひろ☆パラダイス 1:41:06 

27 鹿嶋 勇 筑波大学オリエンテーリング愛好会  1:41:32 

28 小山 達之 早大ＯＣ   1:43:27 

29 石井 龍男 千葉 OLK   1:47:08 

30 藤本 拓史 札幌農学校   1:47:34 

31 中西 基裕 阪大 OLC   1:48:54 

32 大箱 貴志 京大 OLC   1:50:02 

33 小山 清 京葉ＯＬクラブ   1:59:02 

34 田中 宏明 むねひろ☆パラダイス 2:04:33 

35 倉本 竜太 京大 OLC   2:05:56 

36 市谷 優太 東京農工大学 オリエンテーリング部  2:09:12 

37 西尾 和也 滋賀インカレ運営者ご一行 2:12:04 

38 増川 武 東京農工大学 オリエンテーリング部 2:22:11 

39 南家 弘章 六国会    2:28:47 

横井 和樹 筑波大学オリエンテーリング愛好会 2:50:32 

佐保井 大悟 東京農工大学 オリエンテーリング部 2:51:33 

後藤 陽一 朱雀 OK    DISQ 

久米 悠介 待ってろ東大   DISQ 

西村 直哉 待ってろ東大   DISQ 

大山 巧 東京農工大学 オリエンテーリング部 DISQ 

大谷 達也 茨城大学 OLD   DISQ 

蕗澤 孝紘 東京農工大学 オリエンテーリング部 DISQ 

黒田 勇人 KOLC    DISQ 

大田 将司 待ってろ東大   DISQ 

古積 拓見      DISQ 

臼井 祐人 東北大 OLC   DISQ 

小川 裕太 東京農工大学 オリエンテーリング部 DISQ 

豊永 恭平 東工大オリエンテーリング部 DISQ 

      

 Ｍ２１Ａ２（不成立） - 5.9km ↑390m 

1  辻 晃 金大 OLC   1:17:01 

2  山田 高志 トータス   1:18:56 

3  木村 隆二      1:21:21 

4  松下 睦生 むねひろ☆パラダイス 1:23:53 

5  岩崎 航 鳩の会    1:24:43 

6  山口 尚宏 滋賀インカレ運営者ご一行 1:25:15 

7  石黒 裕將 岩手大学 OLC   1:25:25 

8  保前 保 鳩の会    1:27:19 

9  内藤 愉孝 浜松 OLC   1:28:13 

10 丸山 茂樹 長野県協会   1:29:27 

11 津高 剛 阪大 OLC   1:31:16 

12 多比羅 大 千葉大 OLC   1:31:54 

13 千代澤 健右 早大ＯＣ   1:32:13 

14 山本 剛史 東工大オリエンテーリング部 1:32:19 

15 奥村 理也 ウルトラクラブ   1:33:28 

16 山田 晋太朗 東工大オリエンテーリング部 1:33:34 

17 五百倉 大輔 京大 OLC   1:34:16 

18 長洲 卓 早大ＯＣ   1:35:12 

19 鳥居 正 鳩の会    1:37:22 

20 田口 保成 名大 OLC   1:37:24 

21 長谷部 達也 京大 OLC   1:37:52 
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22 宇井 賢 むねひろ☆パラダイス  1:38:23 

23 前田 肇 杏友会    1:39:19 

24 當坂 康紘 のーすりー部   1:41:14 

25 鈴木 蒼 京大☆あっぷるつりー 1:41:50 

26 笠原 朋樹 関大 OLD   1:43:03 

27 根本 直人 千葉大 OLC   1:44:31 

28 松井 俊一 筑波大学オリエンテーリング愛好会 1:45:13 

29 高橋 元気 安田クラブ   1:45:40 

30 角岡 明 三河 OLC   1:49:25 

31 竹下 和希 筑波大学オリエンテーリング愛好会 1:50:09 

32 茅野 耕治 ワンダラーズ   1:50:55 

33 井上 昌樹 入間市 OLC   1:52:21 

34 中村 陽二 京大 ENC   1:55:42 

35 西名 慧史 六国会    2:04:15 

36 三野 隆志 多摩ＯＬ   2:05:13 

37 木間 光 筑波大学オリエンテーリング愛好会 2:05:52 

38 福地 翔 東工大オリエンテーリング部 2:10:41 

39 野々垣 亘 29 期    2:12:40 

40 松尾 遼 KOLC    2:15:18 

41 佐々木 裕之 FFC    2:17:30 

42 新谷 国隆 名大 OLC   2:18:21 

43 長坂 侑亮 東工大オリエンテーリング部 2:19:32 

44 小椋 天一 待ってろ東大   2:24:27 

後藤 孔要 筑波大学オリエンテーリング愛好会 3:02:38 

丸山 拓 早大ＯＣ   DISQ 

飯田 恭朗 東京農工大学 オリエンテーリング部 DISQ 

井上 博人 安田クラブ   DISQ 

清水 家齊 筑波大学オリエンテーリング愛好会 DISQ  

山口 拓也 浜松 OLC   DISQ 

藤橋 一輝 東工大オリエンテーリング部 DISQ 

高橋 遼 東京農工大学 オリエンテーリング部  DISQ 

三上 玲皇 茨城大学 OLD   DISQ 

浦川 海尋 KOLC    DISQ 

      

 Ｗ２１Ａ（不成立） - 4.1km ↑255m 

1  丸山 美幸 長野県協会   1:22:11 

花木 睦子 鳩の会    DISQ 

根岸 真衣子 筑波大学オリエンテーリング愛好会 DISQ 

篠原 咲 筑波大学オリエンテーリング愛好会 DISQ 

村上 千帆 東京農工大学 オリエンテーリング部 DISQ 

田中 麻耶 東京農工大学 オリエンテーリング部  DISQ 

小島 優 椙山女学園大学   DISQ 

高橋 佳子 OCΔ下野   DISQ 

加地 沙綾子 椙山女学園大学   DISQ 

高野 美春 入間市 OLC   DISQ 

紺野 佳代子 横浜 OL クラブ   DISQ 

市之瀬 春佳 早大ＯＣ   DISQ 

村松 瞳 みちの会   DISQ 

沢田 慧 東北大ＯＬＣ   DISQ 

植松 彩 入間市 OLC   DISQ 

大河内 恵美 KOLC    DISQ 

寺岡 倫子 戸田研究室   DISQ 

Marijana Zgela ES 関東 C   DISQ 

永倉 由美子 立教 OG    DISQ 

冨家 遼子 KOLC    DISQ 

増山 歩 ES 関東 C   DISQ 

井上 舞 東工大オリエンテーリング部 DISQ 

堀口 奈保 東北大ＯＬＣ   DISQ 

柳川 梓 筑波大学オリエンテーリング愛好会 DISQ 

      

 ＭＡＳ（不成立） - 3.9km ↑215m 

1  西脇 正展 Ｎの会    0:51:07 

2  照井 幸太 横浜 OL クラブ   0:55:31 

3  佐藤 啓史 杏友会    0:56:23 

4  蛭田 晃仁 ときわ走林会   0:58:25 

5  田中 祐嗣 タマルヒワイクラブ  1:00:23 

6  飯野 雅人 たまるくらぶ   1:01:58 

7  針谷 尚幸 杏友会    1:04:47 

8  五嶋 宏通      1:07:27 

9  中尾 吉男 杏友会    1:07:56 

10 土井 慶紀 安田クラブ   1:09:15 

11 錦戸 靖幸 京葉 OL クラブ   1:09:41 

12 土井 洋平 群馬県太田市   1:09:54 

13 天野 仁 横浜 OL クラブ   1:10:05 

14 立川 洋 つくば Cocco   1:10:57 

15 横田 勇輝 金大 OLC   1:12:48 

16 荒川 渓 杏友会    1:13:21 

17 高橋 範 トータス   1:13:59 

18 岩瀬 亮 東大 OB    1:16:58 

19 小林 博文 日本旅行   1:18:56 

20 小澤 啓 方向音痴会   1:20:19 

21 木村 耕平 入間市 OLC   1:24:27 

22 室田 知宏 みやこ OLC   1:29:38 

23 新見 哲也 早大 OC    1:32:59 
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24 坪居 大介 つばめ会   1:46:25 

稲田 元樹 滋賀インカレ運営者ご一行  DISQ 

近藤 貴文 おしゃがみ党   DISQ 

更科 裕介 LPGJ    DISQ 

渕上 貴弘 東大牢スクール   DISQ 

水野 淳 東工大オリエンテーリング部 DISQ 

      

 ＷＡＳ（不成立） - 3km ↑160m 

1  西脇 博子 入間市 OLC   0:46:14 

2  畠山 真紀 ピンク友の会   0:46:32 

3  利光 恵美 上尾 OLC   0:50:07 

4  山口 絵梨香 浜松 OLC   0:51:53 

5  加賀屋 寿理 杏友会    0:55:36 

6  江口 沙綾 岩手大学 OLC   1:02:30 

7  春名 敦子 お茶の水女子大学 OG 1:09:20 

村上 梨枝 実践ＯＧ   DISQ 

青島 優 OLK25 期   DISQ 

佐藤 友理 東北大ＯＬＣ   DISQ 

薮田 明野 OLK27 期   DISQ 

井戸 美菜 階段愛好会 大阪支部 DISQ 

      

 ＭＡＳＳ（不成立） - 3.4km ↑185m 

1  今井 直樹 早大 OB    0:41:12 

2  矢野 貴裕 戸田研究室   0:45:13 

3  青島 泰也 OLK26 期   0:52:13 

4  伊藤 夏生 ES 関東    0:52:27 

5  竹内 誠史 杏友会    0:56:03 

6  三森 創一朗 青葉会    1:02:56 

7  丸藤 純 航走の会   1:06:42 

8  浜端 紀行 Team ばった   1:06:51 

9  岸野 義宏 杏友会    1:11:49 

10 大森 健史 丘の上    1:13:47 

11 雑賀 啓明      1:15:29 

影山 奨 きっと今頃 ANT   DISQ 

若松 俊哉 杏友会    DISQ 

田丸 大介 杏友会    DISQ 

仁多見 剛 多摩 OL    DISQ 

      

 Ｍ７０Ａ（成立） - 2.5km ↑110m 

1  海野 忠秋 川越 OLC   0:45:28 

2  今井 信親 ワンダラーズ   0:46:47 

3  田島 三郎 入間市 OLC   0:49:11 

4  井上 稔雄 春日部 OLC   0:51:34 

5  横手 義雄 入間市 OLC   0:52:19 

6  高橋 厚 多摩 OL    0:52:33 

7  植木 国勝 千葉市    0:54:11 

8  辻村 修 コンターズ   0:54:20 

9  笠井 泰自 大阪 OLC   0:56:38 

10 永元 秀和 京葉 OL クラブ   1:00:01 

11 武石 雄市 スキーO 日本   1:02:13 

12 中山 勝 春日部 OLC   1:03:14 

13 深井 淳之 ワンダラーズ   1:15:28 

14 清水 栄一 石川 OLK   1:16:57 

15 小幡 晋 前橋 OLC   1:24:31 

16 柴田 喜一 つるまい OLC   1:25:49 

17 田中 博 入間市 OLC   1:29:51 

18 悴田 正也 前橋 OLC   1:33:21 

鷹澤 正 上越市 OLC   DISQ 

高原 進      DISQ 

金井 一 高崎 OLC   DISQ 

      

 Ｍ６０Ａ（不成立） - 3.3km ↑135m 

1  海老沢 正 入間市ＯＬＣ   0:39:55 

2  小林 二郎 入間市 OLC   0:43:25 

3  小笠原 揚太郎 東京 OL クラブ   0:45:12 

4  加藤 昭次 多摩 OL    0:46:11 

5  大塚 校市 千葉 OLK   0:46:44 

6  浦野 弘 入間市 OLC   0:47:20 

7  酒井 克明 調布市 OL 協会   0:48:00 

8  山本 博司 ＥＳ関東Ｃ   0:51:23 

9  若梅 友行 横浜ＯＬクラブ   0:53:17 

10 中安 正弘 春日部ＯＬＣ   0:57:40 

11 児玉 拓 多摩 OL    0:59:45 

12 鈴木 榮一 千葉 OLK   1:05:41 

13 藤原 三郎 山梨骨骨クラブ   1:09:35 

14 伊藤 清 ワンダラーズ   1:23:49 

15 大場 隆夫 サン・スーシ   1:35:53 

小嶋 信義 ワンダラーズ   DISQ 

高村 卓 上尾 OL クラブ   DISQ 

鈴木 正夫 千葉ＯＬＫ   DISQ 

      

 Ｗ６０Ａ（成立） - 2.4km ↑105m 

1  若梅 節子 横浜ＯＬクラブ   0:49:08 

2  加藤 伶子 入間市 OLC   0:51:08 
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3  海野 とみ子      0:52:44 

4  山本 陽子 ＥＳ関東Ｃ   0:55:44 

5  田中 洋子 入間市 OLC   1:25:03 

      

 Ｍ５０Ａ（成立） - 3.3km ↑195m 

1  下山 敬史 横浜ＯＬクラブ   0:56:22 

2  二木 誠 ソニーOLC   0:58:40 

3  木村 佳司 長野県協会   0:58:42 

4  大橋 晴彦 杏友会    1:00:16 

5  清水 善博 山梨骨骨クラブ   1:00:55 

6  小野 賢二 多摩 OL    1:06:30 

7  荒井 正敏 多摩 OL    1:07:07 

8  町井 稔 長野県協会   1:08:07 

9  池田 博 方向音痴会   1:09:22 

10 田中 徹 京葉 OL クラブ   1:12:25 

11 五十嵐 則仁 横浜 OL クラブ   1:13:24 

12 谷 秀司      1:32:21 

13 岡本 隆之 ＯＬＰ兵庫   1:37:57 

山賀 良成 村松ＯＬＣ   DISQ 

浅見 春男 前橋 OLC   DISQ 

      

 Ｗ５０Ａ（成立） - 2.5km ↑110m 

1  植松 裕子 入間市 OLC   0:41:07 

2  大塚 ふみ子 千葉 OLK   0:57:53 

      

 Ｍ４３Ａ（成立） - 3.7km ↑225m 

1  杉本 光正 ES 関東 C   0:48:02 

2  寺嶋 一樹 ES 関東 C   0:51:38 

3  田代 雅之 静岡 OLC   0:52:24 

4  桜井 剛 ES 関東 C   0:52:33 

5  齋藤 英之 川越 OLC   0:53:23 

6  上條 圭 方向音痴会   0:53:47 

7  小泉 辰喜 東京 OL クラブ   0:54:09 

8  梅林 正治 多摩 OL    0:59:53 

9  青木 俊之 練馬 OLC   1:08:43 

10 浦瀬 太郎 女子医大 OLK   1:10:38 

11 長友 武司 千葉 OLK   1:11:56 

12 大林 俊彦 大阪ＯＬＣ   1:16:00 

13 安藤 克美 山梨骨骨クラブ   1:17:15 

14 谷垣 宣孝 OLP 兵庫    1:21:21 

15 石川 昌 サン・スーシ   1:27:04 

16 橋本 浩一 群馬県太田市   1:28:09 

17 井口 良範 高崎 OLC   1:33:49 

      

Ｗ４３Ａ（成立） - 2.6km ↑125m 

1  浦瀬 香子 女子医大 OLK   0:50:07 

2  丸山 由美子 越王会    0:50:14 

3  長友 美子 千葉 OLK   1:32:18 

      

 Ｍ３５Ａ（成立） - 4.8km ↑290m 

1  源後 知之 ぞんび～ず   0:59:58 

2  藤生 考志 東京 OL クラブ   1:00:43 

3  森 竜生 横浜 OL    1:03:53 

4  福田 雅秀 川越 OLC   1:10:58 

5  清谷 智弘 横浜 OL クラブ   1:15:27 

6  小林 岳人 ES 関東 C   1:17:07 

7  奥田 健史 京葉 OL クラブ   1:23:58 

8  山本 保 サン・スーシ   1:24:42 

9  山田 健一 札幌ＯＬＣ   1:26:36 

10 藤平 正敏 多摩 OL    1:34:23 

11 森山 松年 春日部 OLC   1:47:49 

      

 Ｗ３５Ａ（成立） - 3.3km ↑135m 

1  宮本 知江子 京葉ＯＬクラブ   0:42:52 

2  小林正子 ES 関東 C   0:54:56 

3  寺嶋 貴美江 ES 関東 C   0:56:30 

      

 Ｍ２０Ａ（不成立） - 3.4km ↑200m 

1  藤村 陸 早大ＯＣ   0:39:38 

2  牧宏 優 名大 OLC   0:42:20 

3  向嶋 宏記 名大 OLC   0:42:41 

4  徳増 宏基 東工大オリエンテーリング部  0:45:40 

5  宮本 樹 京葉ＯＬクラブ   0:46:26 

6  嶋岡 雅浩 名大 OLC   0:46:47 

7  古林 琢 東工大オリエンテーリング部  0:48:20 

8  塚越 航 東工大オリエンテーリング部  0:48:29 

9  吉田 真悟 東工大オリエンテーリング部  0:52:15 

10 川上 雅人 名大 OLC   0:52:21 

11 佐藤 大樹 東工大オリエンテーリング部  0:58:07 

12 栗栖 怜央 阪大 OLC   0:59:39 

13 木村 友佳 長野高専   1:01:37 

14 根岸 岳 東工大オリエンテーリング部  1:01:40 

15 山本 匡毅 名大 OLC   1:03:18 

16 平野 大輔 名大 OLC   1:03:26 
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17 平井 辰樹 阪大 OLC   1:14:21 

18 長谷部 敬之 茨城大学 OLD   1:14:45 

大倉 辰興 東工大オリエンテーリング部  DISQ 

中野 真司 東工大オリエンテーリング部  DISQ 

山下 晋平 KOLC    DISQ 

中原 悠太 KOLC    DISQ 

小栗 真哉 茨城大学 OLD   DISQ 

石塚 充 東工大オリエンテーリング部  DISQ 

川越 啓史 茨城大学 OLD   DISQ 

弓削田 慎一 早大ＯＣ   DISQ 

      

 Ｗ２０Ａ（不成立） - 3.1km ↑165m 

1  渡邉 彩子 早大ＯＣ   0:56:14 

2  千明 瑞希 KOLC    0:56:18 

河越 奈沙 東工大オリエンテーリング部  DISQ 

山田 陽子 早大ＯＣ   DISQ 

松井 恵理子 名大 OLC   DISQ 

小林 璃衣紗 ES 関東 C   DISQ 

      

 Ｍ１８Ａ（不成立） - 3km ↑145m 

1  大田 雄哉 待ってろ東大   0:50:05 

2  藤田 純矢 待ってろ東大   1:03:27 

3  増子 慎太朗 待ってろ東大   1:04:06 

4  宮崎 涼 待ってろ東大   1:44:25 

藤本 一輝 待ってろ東大   DISQ 

      

 Ｍ１２（不成立） - 2.4km ↑85m  

1  寺嶋 謙一郎 ES 関東 C   0:52:34 

照井 壮太 横浜 OL クラブ   DISQ 

橋本 智 沢野中央小   DISQ 

      

 Ｗ１２（成立） - 2.4km ↑85m 

1  丸山 里那子 みつけ OLC   1:08:14 

      

 ＢＬ（成立） - 3km ↑125m 

1  岡本 真嗣      1:28:43 

2  池田 玲子      1:43:24 

      

 ＢＳ（成立） - 2.6km ↑110m 

1  太田 恒平 OLK26 期   0:39:55 

2  青木 孝道 杏友会茨城県支部 0:50:46 

3  山崎 真希子 杏友会    0:51:27 

4  與儀 裕子 杏友会    0:56:24 

5  小林 克多 村松 OLC   1:13:10 

山田 めぐみ 滋賀インカレ運営者ご一行 DISQ 

      

 ＭＦ（不成立） - 3km ↑125m 

1  村瀬 貴紀 筑波大学オリエンテーリング愛好会 0:30:19 

2  遠藤 豪志 慶應義塾大学   0:36:07 

3  町田 直樹 東北大ＯＬＣ   0:45:02 

4  栗原 佑典 筑波大学オリエンテーリング愛好会 0:53:56 

5  田村 崇明 東北大ＯＬＣ   0:54:27 

6  相田 元気 東北大ＯＬＣ   0:55:39 

7  野口 宇宙 筑波大学オリエンテーリング愛好会  0:58:12 

8  池田 直也 東北大ＯＬＣ   1:03:13 

9  外川 大海 東北大ＯＬＣ   1:04:36 

10 計良 勇太 福大 OLC   1:09:22 

11 番場 葵 東北大ＯＬＣ   1:10:04 

12 太田 明光 東北大ＯＬＣ   1:13:48 

13 齋藤 真 東北大ＯＬＣ   1:14:52 

14 山田 康太 東北大ＯＬＣ   1:20:16 

15 大久保 浩幸 福大 OLC   1:29:09 

16 佐々木 裕一 東北大ＯＬＣ   1:39:26 

橋場 良太 東北大ＯＬＣ   DISQ 

青木 飛翔 東北大ＯＬＣ   DISQ 

家根谷 俊貴 福大 OLC   DISQ 

北原 岳彦 東北大ＯＬＣ   DISQ 

原田 龍馬 東北大ＯＬＣ   DISQ 

富田 航 東北大ＯＬＣ   DISQ 

菊池 直登 東北大ＯＬＣ   DISQ 

小幡 祐太 筑波大学オリエンテーリング愛好会 DISQ 

藤井 智也 東工大オリエンテーリング部 DISQ 

木所 佑斗 東工大オリエンテーリング部  DISQ 

戸上 直哉 東工大オリエンテーリング部 DISQ 

那須 佳祐 筑波大学オリエンテーリング愛好会 DISQ 

小林 功直 筑波大学オリエンテーリング愛好会 DISQ 

香月 秀仁 筑波大学オリエンテーリング愛好会 DISQ 

小柴 滉平 筑波大学オリエンテーリング愛好会 DISQ 

藤浦 圭一 横浜国立大学   DISQ 

宮川 孝 筑波大学オリエンテーリング愛好会  DISQ 

田中 基士 横浜市立大学   DISQ 

木野内 駿 東工大オリエンテーリング部  DISQ 

吉川 輝 東工大オリエンテーリング部  DISQ 

染谷 佳佑 福大 OLC   DISQ 
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本田 晃久 福大 OLC   DISQ 

後藤 優輝 東北大ＯＬＣ   DISQ 

柳村 紘貴 東工大オリエンテーリング部  DISQ 

平井 伸治 東北大ＯＬＣ   DISQ 

猪倉 陸 東北大ＯＬＣ   DISQ 

大川 貴聖 東北大ＯＬＣ   DISQ 

春原 広河 東北大ＯＬＣ   DISQ 

横田 晃範 福大 OLC   DISQ 

本山 翔太 横浜市立大学   DISQ 

東 将央 横浜国立大学   DISQ 

石川 慎悟 福大 OLC   DISQ 

酒井 卓巳 東北大ＯＬＣ   DISQ 

阿部 稜 東北大ＯＬＣ   DISQ 

渡邉 巧 東北大ＯＬＣ   DISQ 

鈴木 康平 福大 OLC   DISQ 

熊見 弘一 早大ＯＣ   DISQ 

乳井 草太 東北大ＯＬＣ   DISQ 

藤橋 涼 東北大ＯＬＣ   DISQ 

永井 俊輔 東北大ＯＬＣ   DISQ 

      

 ＷＦ（不成立） - 2.4km ↑85m 

1  宮田 優花 筑波大学オリエンテーリング愛好会  0:45:28 

2  山梨 栞 金大 OLC   0:49:38 

3  葭葉 歩未 東北大ＯＬＣ   0:58:09 

4  千葉 聡美 MGOLC    1:08:03 

小松 陽子 筑波大学オリエンテーリング愛好会  DISQ 

元永 彩香 慶應義塾大学   DISQ 

佐々木 菜摘 MGOLC    DISQ 

高木 相佳 横浜市立大学   DISQ 

砂田 莉紗 横浜市立大学   DISQ 

内海 春菜 MGOLC    DISQ 

菊池 健美 MGOLC    DISQ 

      

 北東Ｍｓ（不成立） - 6.1km ↑390m 

1  宮西 優太郎 東北大ＯＬＣ   1:19:36 

2  辻上 裕之 東北大ＯＬＣ   1:22:11 

3  高橋 亮 東北大ＯＬＣ   1:24:48 

4  平野 弘幸 東北大ＯＬＣ   1:25:21 

5  谷川 徹 東北大ＯＬＣ   1:28:46 

6  境沢 勇人 東北大ＯＬＣ   1:30:21 

7  齋藤 遼一 東北大ＯＬＣ   1:31:11 

8  関口 智大 東北大ＯＬＣ   1:36:36 

9  石井 亘 東北大ＯＬＣ   1:37:56 

10 辻本 誠 北大ＯＬＣ   1:40:05 

11 木村 覚志 東北大ＯＬＣ   1:41:35 

12 渡辺 幸 山形大学   1:48:45 

13 山内 司 岩手大学 OLC   1:50:41 

14 橋本 英明 東北大ＯＬＣ   1:50:42 

15 内山 三晴 北大ＯＬＣ   1:50:43 

16 田村 直登 東北大ＯＬＣ   1:55:06 

17 井上 憲輝 東北大ＯＬＣ   2:08:46 

中村 憲 東北大ＯＬＣ   DISQ 

佐藤 健吾 岩手大学 OLC   DISQ 

茂木 大介 東北大ＯＬＣ   DISQ 

赤尾津 翔太 東北大ＯＬＣ   DISQ 

原田 裕大 岩手大学 OLC   DISQ 

新野 純平 東北大ＯＬＣ   DISQ 

西本 昌史 東北大ＯＬＣ   DISQ 

阿部 一樹 東北大ＯＬＣ   DISQ 

折原 行希 東北大ＯＬＣ   DISQ 

山崎 健太郎 東北大ＯＬＣ   DISQ 

前田 卓哉 東北大ＯＬＣ   DISQ 

渡邉 祐司 東北大ＯＬＣ   DISQ 

相場 高平 東北大ＯＬＣ   DISQ 

井鍋 寛伸 東北大ＯＬＣ   DISQ 

嵯峨 駿祐 東北大 OLC   DISQ 

松本 佳也 北大ＯＬＣ   DISQ 

武藤 寿光 岩手県立大学 OLC DISQ 

佐藤 芳樹 福島大ＯＬＣ   DISQ 

菅波 拓馬 福島大ＯＬＣ   DISQ 

依田 健志 福島大ＯＬＣ   DISQ 

丹羽 一輝 岩手大学 OLC   DISQ 

宮川 太志 北大ＯＬＣ   DISQ 

鎗山 純 東北大ＯＬＣ   DISQ 

横山 朋弘 北大ＯＬＣ   DISQ 

柏樹 彬広 北大ＯＬＣ   DISQ 

蛭田 雄大 福島大ＯＬＣ   DISQ 

柴田 泰明 福島大ＯＬＣ   DISQ 

高橋 恒二 東北大ＯＬＣ   DISQ 

佐藤 雄太郎 東北大ＯＬＣ   DISQ 

外谷 崚 岩手大学 OLC   DISQ 

金成 大樹 東北大ＯＬＣ   DISQ 

新見 健輔 東北大ＯＬＣ   DISQ 

今野 嵩久 岩手大学 OLC   DISQ 
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花水 康一郎 岩手大学 OLC   DISQ 

佐藤 亮介 東北大ＯＬＣ   DISQ 

伊藤 展高 東北大ＯＬＣ   DISQ 

袖村 巧 東北大ＯＬＣ   DISQ 

澁川 哲 東北大ＯＬＣ   DISQ 

稲垣 湧斗 東北大ＯＬＣ   DISQ 

中山 貴裕 東北大ＯＬＣ   DISQ 

奥 俊博 東北大ＯＬＣ   DISQ 

青木 洸則 北大ＯＬＣ   DISQ 

田力 明洋 東北大ＯＬＣ   DISQ 

矢吹 俊哉 東北大ＯＬＣ   DISQ 

昆野 郁 北大ＯＬＣ   DISQ 

樋口 広樹 岩手県立大学 OLC  DISQ 

山田 宏 東北大ＯＬＣ   DISQ 

見目 裕之 東北大ＯＬＣ   DISQ 

関 淳 東北大ＯＬＣ   DISQ 

小泉 卓也 東北大ＯＬＣ   DISQ 

佐藤 大典 東北大ＯＬＣ   DISQ 

藤本 章晃 岩手大学 OLC   DISQ 

布木 純 東北大ＯＬＣ   DISQ 

山岡 由和 東北大ＯＬＣ   DISQ 

川崎 壮人 岩手大学 OLC   DISQ 

白井 雅也 福島大ＯＬＣ   DISQ 

高崎 晋太郎 東北大ＯＬＣ   DISQ 

野口 英一 東北大ＯＬＣ   DISQ 

舘山 大輝 東北大ＯＬＣ   DISQ 

田村 祐馬 東北大ＯＬＣ   DISQ 

竹田 良弘 東北大ＯＬＣ   DISQ 

門口 昌宣 東北大ＯＬＣ   DISQ 

内山 将一 東北大ＯＬＣ   DISQ 

南條 広記 東北大ＯＬＣ   DISQ 

菅野 敬雅 東北大ＯＬＣ   DISQ 

河井 航 東北大ＯＬＣ   DISQ 

佐藤 哲朗 岩手大学 OLC   DISQ 

小向 和希 岩手大学 OLC   DISQ 

守永 翔一 東北大ＯＬＣ   DISQ 

宮林 周平 岩手大学 OLC   DISQ 

綱嶋 俊一 東北大ＯＬＣ   DISQ 

ﾏﾁｬｺﾝ･ｹｳﾞｨﾝ･ｷﾖｼ･ﾃｨｱﾝ 岩手県立大学 OLC  DISQ 

市川 晋 東北大ＯＬＣ   DISQ 

五十嵐 悠 東北大ＯＬＣ   DISQ 

敦賀 匡朗 岩手大学 OLC   DISQ 

 北東Ｗｓ（不成立） - 4.6km ↑290m 

1  平方 遥子 東北大ＯＬＣ   1:27:10 

2  關 明日香 岩手大学 OLC   1:29:24 

3  齋藤 菜津美 MGOLC    1:32:37 

4  田村 佳菜子 岩手県立大学 OLC  1:34:19 

5  鹿志村 美帆 東北大ＯＬＣ   1:38:11 

6  中村 聖美 東北大ＯＬＣ   1:38:25 

7  宮 恵美 MGOLC    1:57:45 

8  多田 智美 岩手大学 OLC   1:58:41 

9  小野 萌 岩手大学 OLC   1:59:34 

10 板澤 李子 岩手県立大学 OLC  2:06:10 

渡邉 彩香 東北大ＯＬＣ   DISQ 

小野寺 遥奈 MGOLC    DISQ 

八柳 悠香 MGOLC    DISQ 

菅野 美里 福島大ＯＬＣ   DISQ 

横田 愛実 岩手県立大学 OLC DISQ 

藤澤 優 岩手県立大学 OLC DISQ 

柏倉 佳介 青葉会    DISQ 

田口 翠 東北大ＯＬＣ   DISQ 

中井 智規 東北大 OB   DISQ 

安田 理紗 MGOLC    DISQ 

千葉 美玖 MGOLC    DISQ 

大沼 春香 MGOLC    DISQ 

      

 北信越Ｍｓ（不成立） - 5.9km ↑385m 

1  北 翔太 金大 OLC   1:25:30 

2  高橋 祐貴 新潟大学 OC   1:33:20 

3  佐藤 颯汰 新潟大学 OC   1:38:30 

4  石井 伸明 新潟大学 OC   1:52:14 

5  丹保 卓 金大 OLC   1:53:11 

6  村田 祐貴 新潟大学 OC   1:54:27 

7  佐々木 勘一郎 新潟大学 OC   1:56:57 

松澤 卓也 金大 OLC   DISQ 

廣部 達哉 金大 OLC   DISQ 

石井 涼太 新潟大学 OC   DISQ 

野村 隼大 新潟大学 OC   DISQ 

小松 和輝 新潟大学 OC   DISQ 

新井 悠功 新潟大学 OC   DISQ 

高嶋 健伍 金大 OLC   DISQ 

加野 良樹 新潟大学 OC   DISQ 

中村 浩之 新潟大学 OC   DISQ 

高橋 建輔 新潟大学 OC   DISQ 
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島澤 勇人 新潟大学 OC   DISQ 

久保 貴大 新潟大学ＯＣＯＢ DISQ 

立川 悠平 新潟大学 OC OB   DISQ 

山本 遼平 新潟大学 OC   DISQ 

横田 幸也 新潟大学 OC   DISQ 

小山 健司 金大 OLC   DISQ 

丸山 朋樹 新潟大学 OC   DISQ 

金 和也 金大 OLC   DISQ 

石坂 翼樹 金大 OLC   DISQ 

今井 友之 新潟大学 OC   DISQ 

小室 祐貴 新潟大学 OC   DISQ 

野村 龍生 新潟大学 OC   DISQ 

鈴木 志明 新潟大学 OC   DISQ 

      

 北信越Ｗｓ（不成立） - 4.6km ↑290m 

1  大関 幸織 新潟大学 OC   1:34:59 

野澤 麻乃 金大 OLC   DISQ 

帖地 藍 金大 OLC   DISQ 

横山 理恵 金大 OLC   DISQ 

松岡 里沙 金大 OLC   DISQ 

福井 莉子 新潟大学 OC   DISQ 

      

 ＯＡ（不成立） - 4.8km ↑290m 

佐々木 直樹 札幌農学校 OLC   DISQ 

伊澤 裕紀 四季彩    DISQ 

菱沼 輝男      DISQ 

沓木 知宏 無所属    DISQ 

纓坂 尚 サン・スーシ   DISQ 

深澤 至貴 四季彩    DISQ 

大橋 悠輔 腹黒    DISQ 

清水 茂 ARDF    DISQ 

西村 和人 横浜 OL クラブ   DISQ 

片山 雅之 博多 OLC   DISQ 

      

 ＯＡＳ（不成立） - 3.9km ↑215m 

田中 大貴 早大 OC    DISQ 

熊野 匠人 杏友会    DISQ 

松下 未来 東京農工大学   DISQ 

星 美沙 椙山女学院大学   DISQ 

若松 美和子      DISQ 

金谷 昌信 群馬県 OL 協会   DISQ 

村越 久子 静岡 OLC   DISQ 

 ＯＡＳＳ（不成立） - 3.4km ↑185m 

斎藤 弘 L.P.G.J    DISQ 

古谷 嵩 東工大    DISQ 

尾崎 高志      DISQ 

前田 青 杏友会 25 期   DISQ 

荻田 育徳 OCΔ下野   DISQ 

的場 洋輔 杏友会    DISQ 

伊東 博司 広島    DISQ 

澤 厚太朗      DISQ 

      

 ＯＢＬ（不成立） - 3km ↑125m 

1  庄司 拓央 杏友会    0:34:29 

2  中山 史野 前橋市民   0:34:37 

筆谷 敏正 早大 OC 寿会   DISQ 

      

 ＯＢＳ（成立） - 2.6km ↑110m 

1  大滝 民也 ES 関東 C   0:36:50 

2  岡野 諭 杏友会    0:40:55 

      

 ＯＭＦ（不成立） - 3km ↑125m 

坂本 泰一 東京農工大学   DISQ 

勝間田 駿 茨城大学   DISQ 

蛭田 善大 茨城大学   DISQ 

中村 敦哉 東京農工大学   DISQ 

石垣 佳樹 東京農工大学   DISQ 

上平 敦司 東京農工大学   DISQ 

日髙 光貴 東京農工大学   DISQ 

栗山 巧己 茨城大学   DISQ 

      

 ＯＷＦ（不成立） - 2.4km ↑85m  

小泉 明美      DISQ 

上野 優 MGOLC    DISQ 

今野 夏好 宮城学院女子大学 DISQ 

小泉 ゆかり      DISQ 
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●運営者一覧 

 大会責任者  真保陽一 

 運営責任者  小石原暉 

 競技責任者  牧野達哉 

 渉外責任者  石野夏幹 

 作図責任者  細淵晃平 

 調査責任者  山本淳史 

会計責任者  鈴木良広 

ｴﾝﾄﾘｰ責任者 林梨花 

広報責任者  藤原吉高 

渉外補佐  増田実穂 

Web担当  宮田理沙 

 

会場パート 

  ◎磯田みつき ●本間安莉 佐々木敦斗 増山友理子 三谷洋介 片桐萌 須藤彩 

田沼奈々 谷島有香 長友悠 平木達也 横戸歩美 池村彩華 伊藤陽介 田中美紗 千葉史子 山崎茉莉 

スタートパート  

  ◎山本淳史 ●田村美香 池田純也 小柳優紀 結城克哉 林梨花 板倉理夏 久保田雄起 田森宥好 

 山口遼子 横山綾 雨尾怜奈 應武双葉 海福朋子 川上大樹 高田奈緒 森泰二郎 宮川早穂 村吉諄之 

ゴールパート 

 ◎鈴木良広 ●稲毛日菜子 小泉佳織 田村晃太郎 平戸優美 増田実穂 金場美也子 蜂須賀久晴 

 伊東瑠美子 佐藤謙太 村川拓也 

計時センターパート 

 ◎宮田理沙 ●盛尾英暉 燧暁彦 細淵晃平 深田恒 

競技救護パート 

 ◎田中千晶 ●榎本梨乃 銭昆 藤原吉高 守屋好恵 石野響子 糸賀翔太 岩尾朋洋 岩田健太郎 

 舘野瑞樹 中嶋若菜 大井真 大久保宗典 小倉周人 小山奈月 福井悠太 福本通孝   

交通パート  

  ◎藤原智晴 ●今井香澄 宇川裕亮 犬塚千尋 小島拓也 有賀奈津美 泰井宙輝 永原耀 

体験会パート 

 ◎山岸史佳 ●佐藤望 村越怜 秋吉美里 福吉桜子 堀山えり 森田早紀 山崎史織 山本紗希子 

 熊野恭子 平柳陽菜 廣田万里香 森田育 

バスパート  

 ◎室田健人 ●林俊太 古川直樹 新井智夏 

 

（◎:パートチーフ、●:サブチーフ） 

 

本部付きドライバー 堀田遼 

大会コントローラー 小林知彦 


