
 

プ ロ グ ラ ム 

 

Ⅰ．大会日時・会場 

日時： 2015 年 9 月 27 日（日） 

会場： 埼玉県大里郡寄居町桜沢コミュニティセンター （埼玉県大里郡寄居町桜沢 3821） 

主催： 特定非営利活動法人埼玉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 

主管： 特定非営利活動法人埼玉県オリエンテーリング協会 

後援： 寄居町教育委員会、茨城県オリエンテーリング協会  

©埼玉県２００５ 



Ⅱ．大会役員 

大会会長  山口 征矢 （埼玉県オリエンテーリング協会 名誉会長  

競技責任者 大木 孝（埼玉県オリエンテーリング協会 理事） 

運営責任者 高村 卓（埼玉県オリエンテーリング協会 副会長） 

コース設定者 大木 孝（埼玉県オリエンテーリング協会 理事） 

競技役員 

（埼玉県オリエンテーリング協会）小橋昌明、片柳靖夫、仁多見剛、三浦隆史、弓削田槙一、飯塚えりか、岡野仁美、今村知夏 

（東京都オリエンテーリング協会）杉本光正、荒井正敏 

 

Ⅲ．交通案内 

 

 

▼車利用 

関越自動車道「花園ＩＣ」より国道140号を秩父方面へ。 

花園ＩＣから約5km、10分程度で到着します。 

自家用車による来場者が想定よりも少なかったため、駐車券は

発行しません。当日申込者を含め、大会会場の駐車場をご利用

いただけます。 

▼公共交通機関利用 

(a) 熊谷駅または寄居駅から秩父鉄道で、「桜沢駅」下車 

・桜沢駅から0.8km、徒歩12分（テープ誘導なし）。 

(b) 池袋駅から東武東上線で、「寄居駅」下車 

・寄居駅から1.7km、徒歩25分（テープ誘導なし） 

・寄居駅入口バス停（寄居駅から南に徒歩5分）から武蔵観光 

バスに乗車、桜沢バス停で下車。バスの本数は、非常限られます。 

http://qq2q.biz/nRSJ （ジョルダンHPへのリンク）  

➡ 関越・花園ＩＣ 

http://qq2q.biz/nRSJ


 

Ⅳ．会場案内 

(１) 本部・受付 

・公民館１階の受付で必要な手続き

を済ませた参加者は、公民館２階

の参加者控室に上がってください。 

・大会本部は１階にあります。 

 

(２) 計算センター・参加賞交付所 

・フィニッシュ後は、大会本部に隣

接する計算センターまで、すみや

かに移動してください。 

・計算センターを通過した参加者に

は、参加賞をお渡しします。 

 

(３) 更衣所 

１階の和室は、女性参加者用の更

衣室として用意いたしました。 

男性の参加者は、参加者控え室内

で更衣をお願いします。 

 

(４) 荷物置き場 

参加者控え室を、荷物置き場とし

てご利用ください。 

 

(５) トイレ 

・公民館の１階には男性用と女性用

のトイレがあります。公民館２階

のトイレは、男性専用とさせてい

ただきます。 

・トイレの数は限られていますので、

会場に向かう前にトイレを済ませ

ていただけますよう、ご協力をお

願いします。 

 



 

Ⅴ．テレイン情報 
 

標高 110m から 330m ほどの峰々が連なり、里山の雰囲気が

色濃く残る地域です。 

全体的に急峻であり、尾根・沢ははっきりしています。しかし、

明瞭な道は多くありません。 

北から 3 分の１程度に位置し、東西方向に延びる比較的広い道

によって、テレインは北部と南部に分かれています。 

北部は走行度が低く、C や D の林が広がっています。それに対

して南部には A の林が広がっており、ミドルディスタンスのテク

ニカルなオリエンテーリングを、十分に楽しんでいただけます。 

 

Ⅳ．競技情報 
 

競技形式： 

ポイント競技、ミドルディスタンス競技 

競技規則： 

公益社団法人日本オリエンテーリング協会が定める「日本オリ 

エンテーリング競技規則」に基づいて行います。 

通過証明： 

EMIT 社の E-Card を使用します。 

使用地図： 

作成基準 JSOM2007 準拠 

縮尺 1:10,000 

等高線間隔 5m 

走行度 4 段階表示 

防水仕様 ポリエチレン袋封入済 

地図サイズ A4 

コントロール位置説明 

JSCD2008 表記 （次の HP に掲載されています。） 

※ 日本オリエンテーリング協会 

http://www.orienteering.or.jp/archive/ru

le/JSCD2008.pdf 

ただし、12 歳以下のクラス、B クラス、N クラス

は、日本語による表記を併記します。  

最大のサイズは、122mm × 57mm です。 

地図記号 JSOM2007 に準拠しているほか、次の特殊記号を 

 使用しています。 

 ×（黒） ほこら／石碑 

地図作成者 西村徳真氏 (Nishi PRO)  

テレインクローズ： 

本大会に参加される方は、大会開催までオリエンテーリングを

目的とした寄居町内の立ち入りを禁止します。ただし、寄居町

内のパーマネントコースを利用することは、禁止いたしません。 

服装について： 

制限は設けません。寄居町の 9 月下旬の平均気温は、最高気温

が 25℃、最低気温が 15℃程度です。気候を考慮した服装をし

てください。 

また、ケガを防止するため、長袖長ズボンと、靴底のしっかり

した靴の着用を推奨します。金属製ピン付きのシューズも使用

可能です。 

トレーニングコース： 

特に設定しません。 

クラスの統合・分割： 

・クラス統合は行いません。 

競技時間： 

全てのクラスにおいて、別表の通り競技時間を設けます。競技

時間を越えた場合、成績に順位が付きません。 

代走： 

本大会では、全クラスにおいて代理出走を認めません。 

大会の中止： 

・当日、天候その他の理由により、主催者が参加者の安全を確保

できないと判断した場合には、大会を中止します。天候の目安

としては、埼玉県北部に警報以上が発令されている場合です。 

・大会の開催案内は、次の方法で確認してください。 

① 埼玉県オリエンテーリング協会の HP に掲示 

② orienteer ML の登録者に対しては、ML で発信 

③ 寄居駅と大会会場でのアナウンス 

④ 大会当日の連絡先に、電話で問い合わせ 

・なお、大会中止の場合でも、参加費は返還いたしませんので、

ご了承ください。 

各クラスの概要： 

【埼玉県オリエンテーリング協会大会】事前申込クラス 

ｸﾗｽ 
距離 

(km) 

登高 

(m) 

優勝設

定時間 

（分） 

事前申

込者数 

競技 

時間 

（分） 

M21A 3.8 340 40 19 90 

M65A 1.6 135 30 15 90 

M50A 2.3 165 30 16 90 

M35A 3.0 280 35 13 90 

M20A 3.0 280 30 0 90 

M18A 2.3 170 30 0 90 

M15A 2.3 170 30 0 90 

MF 2.3 170 30 0 90 

MB 1.6 130 30 2 90 

W21A 3.0 280 40 4 90 

W45A 1.6 135 30 10 90 

W30A 2.3 165 35 2 90 

W20A 2.3 170 30 0 90 

W18A 1.9 140 30 0 90 

W15A 1.9 140 30 0 90 

WF 1.9 140 30 0 90 

WB 1.6 130 30 0 90 

http://www.orienteering.or.jp/archive/rule/JSCD2008.pdf
http://www.orienteering.or.jp/archive/rule/JSCD2008.pdf


 

【埼玉県オリエンテーリング協会大会】当日申込クラス 

ｸﾗｽ 
距離 

(km) 

登高 

(m) 

優勝設

定時間 

（分） 

事前申

込者数 

競技 

時間 

（分） 

OAL 3.0 280 - - 90 

OAS 2.3 165 - - 90 

ON 1.1 130 - - 90 

 

【東京都選手権大会（兼 全日本リレー東京都代表選考会）】 

ｸﾗｽ 
距離 

(km) 

登高 

(m) 

優勝設

定時間 

（分） 

事前申

込者数 

競技 

時間 

（分） 

M21A 3.8 340 40 6 90 

M65A 1.6 135 30 7 90 

M50A 2.3 165 30 18 90 

M35A 3.0 280 35 10 90 

M20A 3.0 280 30 1 90 

M18A 2.3 170 30 9 90 

M15A 2.3 170 30 21 90 

MB 1.6 130 30 2 90 

M12 1.6 130 30 1 90 

W21A 3.0 280 40 4 90 

W55A 1.6 135 30 2 90 

W45A 1.6 135 30 2 90 

W30A 2.3 165 35 1 90 

W20A 2.3 170 30 0 90 

W18A 1.9 140 30 0 90 

W15A 1.9 140 30 0 90 

WB 1.6 130 30 1 90 

W12 1.6 130 30 0 90 

初心者 1.1 130 30 2 90 

 

Ⅴ．大会の流れ  
 

タイムスケジュール： 

開場時間 8:30 ～ 16:00 

受 付 9:30 ～ 11:00 

スタート 10:30 ～ 12:00 

フィニッシュ閉鎖 13:30   

成績速報 成績速報は随時行います。 

表彰式（順次） 12:30 ～  

欠席者地図配布 13:00 ～ 

 

公式掲示板： 

大会本部横に、公式掲示板を設けます。プログラムの修正・追

加情報などを随時掲示しますので、出走前に必ずご確認くださ

い。 

 

受付（9：30～11：00）： 

【事前申込者】 

受付を通る必要はありません。参加者用配布袋が、大会本部の

近くに、クラスごとに置いてあります。各自の配布袋を取り、

次の内容物を確認してください。 

 a. バックアップラベル   1 枚 

 b. レンタル用 E-Card（レンタル申込者のみ） １個 

 c. 参加費精算のお願い（過不足のあった方のみ） １枚 

※受付にて、コンパスの貸し出しを行います。万一、破損や紛

失などがあった場合には、実費として 2,000 円を負担してい

ただきます。 

※コントロール位置説明は、スタート地区で配布します。 

【当日申込者】 

・東京都選手権（兼：全日本リレー東京都代表選考会）は、当日

申込を行いません。 

・埼玉県オリエンテーリング協会大会の当日申込は、大会受付に

て参加申込用紙に必要事項を記入のうえ、参加費を添えて受付

に提出してください。 

・一般個人が OAL または OAS クラスに参加する場合、当日参加

費は 3,000 円です。大学生は 2,000 円、高校生以下は 1,500

円です。なお、初心者クラスに参加する場合には、年齢にかか

わらず 500 円です。 

当 日 参 加 費 オプション 

一般個人 3,000 円 

E-Card 

レンタル 
300 円 

大学生 2,000 円 

高校生以下 1,000 円 

初心者ｸﾗｽ 500 円 

※ 個人所有の E-Card も使用できます。E-Card をレンタル

する場合には、事前申込の場合と同様に、レンタル料と

して 300 円をいただきます。 



 

※ 埼玉県協会の個人加盟員であっても、当日申込の場合に

は協会加盟員割引を適用しません。 

個人加盟員は、埼玉県オリエンテーリング協会のＨＰに

掲載されているリストをもって判定します。 

・受付が完了すると、参加者用配布袋を受け取れますので、事前

申込者と同様に、内容物を確認してください。 

・OAL と OAS の両クラスは、スタート時間が 11:41～12:00 の

20 分間であり、各クラス先着 20 人まで参加可能です。なお、

ON クラスはスタート時間に余裕がありますので、参加人数の

上限を設けません。 

 

スタート（10：３0～12：00）： 

・会場からスタート地区まで、桃色テープ誘導で、約 1.6km（徒

歩約 30 分）です。スタート地区に向かう途中で、とても狭い道

や車の往来が多い道を通過しますので、通行には十分に留意し

てください。 

・スタート地区にトイレや給水はありません。 

・スタート閉鎖は 12:00 です。スタート閉鎖時刻以降の出走は認

めません。 

・スタート者の呼び出しは行いませんが、現在時刻を表示します。 

・E-Card を忘れた方の出走は認めません。 

スタート方法： 

3 分前 

スタート枠に入って下さい。その際、スタート枠入口に設置し

てあるスタートユニットに E-Card をはめ込んで、スタートユ

ニットのランプが点滅することを確認し、E-Card のアクティベ

ート（内蔵時計の初期化）を行ってください。 

ランプの点滅が確認できなかった方は、役員に申し出てくださ

い。役員が再度チェックし、故障の場合には予備の E-Card を

お渡しします。（E-Card レンタル料 300 円は、フィニッシュ後

にお支払ください。） 

2 分前 

１つ前の枠に進み、コントロール位置説明をお取りください。 

1 分前 

各自で自分のクラスの地図を取り、スタートユニットの足元に

裏返しのまま置いてください。地図は、スタートするまで見な

いでください。 

10 秒前 

スタートユニットに E-Card をセットします。自分のスタート

時刻のチャイムと同時に、リフトアップ（スタートユニットか

ら E-Card を外すこと）し、競技を開始してください。 

遅刻： 

遅刻者は、スタート枠入口の役員による確認を受けた後、スター

ト遅刻者枠に向かい、スタート役員にその旨を伝えてください。

スタート役員の指示に従い、遅刻者枠からスタートします。 

なお、遅刻の原因が主催者の責任である場合を除き、遅刻者の所

要時間は指定された正規のスタート時刻から計算します。 

スタートフラッグ： 

スタート枠からスタートフラッグまでは、赤白の誘導テープをた

どってください。スタートフラッグの位置が、地図上の△の中心

です。 

競技上の注意事項： 

・地図上で示されている立入禁止区域、および住宅地・耕作地等

には、決して入ることのないよう、ご注意ください。カタクリ

の保護地域には、地図上に立入禁止の表示をするとともに、現

地にもロープを張ります。カタクリの保護地域をはじめとした

立入禁止区域に入った場合には、失格となります。 

・尾根道を中心に、多数のハイカーがいらっしゃいますので、ハ

イカーに迷惑をかける行為は慎んでください。 

・地図の調査時期と大会開催時期の相違により、地図の通行可能

度が現状よりも高く表記されている箇所もあります。 

・地図上に給水所マークを付しますが、水道が設置されているの

みであり、大会役員は配置しません。 

・けが人を発見した場合には、速やかに場所・状況などを係員に

お知らせください。けが人の救助は、競技よりも優先してくだ

さい。 

・E-Card を紛失した場合には、失格とします。 

・E-Card の落とし物を発見した場合には、フィニッシュまでの持

ち帰りに、ご協力ください。 

・給水所はありません。 

E-Card 使用上の注意事項： 

・E-Card 使用方法の説明が必要な方は、大会受付でその旨を申し

出てください。大会役員が丁寧に説明をいたします。 

・コントロールに到達したら、コントロール識別番号を確認し、

ユニットに E-Card をセットし、コントロールの通過を記録し

てください。 

・途中で誤ったコントロールの通過を記録した場合であっても、

その後に正しい順番で回ったことが確認できれば、完走になり

ます。 

（例１）7→8→9 と進むべきところ、8 を飛ばして 9 の通過を記

録してしまった場合。 

 8 の通過を記録後、再度 9 の通過を記録すれば、完走になりま

す。（この場合、7→[9]→8→9 と E-Card に記録されます。） 

（例２）7 の次に 8 へ向かうところ、誤って他のクラスのコント

ロールの通過を記録してしまった場合。 

 そのまま 8 に向かい、8 の通過を記録すれば、完走になります。

（この場合、7→[他ｸﾗｽｺﾝﾄﾛｰﾙ]→8 と E-Card に記録されます。） 

・競技中、E-Card の破損によりデータの読み取りが不可能となっ

た場合であっても、バックアップラベルで全コントロールの通

過が確認できた場合には、完走となります。 

 



 

フィニッシュ（～13:30）： 

・最終コントロールからフィニッシュの間には、テープ誘導があ

りません。地図上の◎で表記されているフィニッシュ地点まで、

ナビゲーションを継続してください。 

・フィニッシュ方法は、パンチングフィニッシュ（E-Card でフィ

ニッシュユニットに E-Card をセットした時点で競技終了）で

す。フィニッシュ用のユニットに E－Card をセットし忘れた場

合には、失格とします。 

・フィニッシュから会場までは、桃色テープ誘導で約 1.8km（徒

歩約 30 分）です。誘導テープに沿って、会場にお戻りください。

なお、会場からスタート地区に向かう際と同じ道を通りますの

で、スタート前の選手に情報を提供しないでください。 

・本大会の計算センターは、会場内に設置してあります。フィニ

ッシュ地区に長時間留まることなく、フィニッシュ後は早期に

計算センターを通過してください。 

・フィニッシュ後の E-Card は、計算センターの役員が回収しま

す。個人所有の E-Card を使用した場合には、読み取り後にそ

の場で返却しますので、しばらくお待ちください。 

・計算センターを通過した競技者には、参加賞をお渡しします。 

・フィニッシュ閉鎖時間は、13:30 です。13:30 よりコントロー

ル撤収を開始します。競技が終了しなかった場合でも、13:30

までには、必ずフィニッシュを通過してください。 

・フィニッシュ閉鎖時間になっても、フィニッシュの通過が確認

できない場合には、未帰還者として捜索いたします。 

地図回収： 

・本大会では参加者のモラルを信じ、地図回収は行いません。 

・出走前の参加者に対し、地図を見せることを禁止します。見せ

たことが判明した場合には、出走前の参加者だけでなく、見せ

た参加者も失格とします。 

成績掲示： 

・参加者控え室に、成績速報を掲示します。 

・本大会は、埼玉県協会大会と東京都選手権大会が共同開催され

ており、同一名称のクラスも存在します。そのため、成績速報

においては、両大会の成績を区別する目的で、埼玉県協会大会

の各クラスには末尾にＳ、東京都選手権大会の各クラスには末

尾にＴを付して掲載します。 

（例：M21A クラスの成績を、M21AS と M21AT とそれぞれ表記

します。） 

 

表彰式（12:30～）： 

・表彰は 12:30 以降、複数回に分けて行う予定です。表彰対象者

は、会場のアナウンスに従って、参加者控え室内の表彰場所に

お集まりください。 

【埼玉県協会大会】 

・M21Ａと W21Ａクラスに参加している埼玉県オリエンテーリン

グ協会個人加盟員の中で 1 位の方を、平成 27 年度埼玉県選手

権者として表彰いたします。 

・また、平成 27 年度埼玉県選手権者の他にも、各クラス上位 3

名までを表彰します。 

・当日申込者は、表彰の対象になりません。 

【東京都選手権】 

・各クラス上位３名まで（東京都選手権対象クラスは、選手権有

資格者に限る）を表彰します。 

・東京都選手権（21A）クラスにおける優勝者(有資格者)を 2015 

年度オリエンテーリング東京都選手権者とし、各年齢別カテゴ

リの優勝者も同選手権者（○○歳以上の部等）とします。 

 

欠席者の地図返却・地図販売（13:00～）： 

・欠席者の地図は、スタート閉鎖時刻の 60 分後（13:00）から、

大会本部にて配布します。なお、返却の準備ができた時点で、

放送いたします。 

・本大会地図の販売は予定しておりませんので、予めご了承くだ

さい。 



 

Ⅶ．その他 
 

プログラムの変更： 

・公式プログラムに記載されている事項は、事前の予告なく変更

される可能性があります。 

・大会前日までに変更があった場合には、埼玉県オリエンテーリ

ング協会の HP と東京都オリエンテーリング協会の HP にて、変

更箇所を公表します。 

・公式掲示板には、大会前日までの変更点と、大会当日の変更点

の双方を掲示します。 

安全に関する情報： 

・本大会では競技時間を設けています。長時間にわたって無理に

競技を続けることは、事故のもとです。競技時間を超えた場合

には、すみやかにフィニッシュに向かってください。 

・大会への参加は、良好な健康状態でお願いします。自身の健康

状態を考え、絶対に無理はしないでください。競技前には、準

備運動を十分に行ってください。 

・体調に異常を感じたときには、競技を中止してください。必要

に応じて、大会役員または周囲の競技者に助けを求めてくださ

い。競技者は、他の競技者から体調不良により助けを求められ

た場合には、競技を中断し、協力してください。 

・競技中に負傷した場合、主催者は応急手当のみを行います。傷

害保険は主催者が締結しますが、補償額には限度があるため、

参加者も傷害保険への加入や、健康保険証の持参を推奨します。 

その他の注意事項： 

・参加者が自分自身、または第三者へ与えた損傷、損害、損失に

対して、主催者はその責任を負いかねます。 

・自分で出したゴミは、必ずお持ち帰りください。また、民家の

庭や畑に立ち入ることや、樹木を傷つけることのないよう、注

意してください。 

・競技エリアと会場内は火気厳禁です。タバコは絶対に吸わない

でください。 

・大会会場及び駐車場における事故や盗難等について、主催者は

一切の責任を負いません。 

・会場周辺の道路は、駐車禁止です。車は、指定された駐車場所

に停めてください。 

・大会中に映像や写真を撮影します。これを、ラジオ、テレビ、

新聞等のメディア及び主催者ホームページ等に掲載する権利は、

主催者に帰属します。 

販売物： 

・会場内には飲料の自動販売機がありません。また、会場周辺に

コンビニなどの施設もありません。 

問い合わせ先： 

・大会前日までは、E メールをご利用ください。 

（申込内容・埼玉） Saitamaken.Kyokai.Taikai@gmail.com 

（申込内容・東京） ghb01420@nifty.com 

（その他の事項） BYD05743@nifty.ne.jp 

・大会当日の緊急連絡先 

090-4628-5039 （運営責任者：高村） 

スタートリスト 

 

[埼玉県協会大会] 

★ 埼玉県選手権対象者 

 

【M21A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:30 市谷 優太  183113 

10:32 三浦 孝之 福島大学 210434 

10:34 新 隆徳★ 入間市 OLC 77024 

10:36 佐藤 弘基 福島大学 210530 

10:38 八神 遥介 ときわ走林会 レンタル 

10:40 小川 裕太  183114 

10:42 水嶋 孝久★ 入間市 OLC 483424 

10:44 山根 祥延 大阪 OLC レンタル 

10:46 須田 真人 福島大学 210655 

10:48 鳥居 正 ときわ走林会 レンタル 

10:50 高松 涼 福島大学 210645 

10:52 西名 慧史 ときわ走林会 139816 

10:54 太田 貴大★ みちの会 205084 

10:56 遠藤 拓弥 福島大学 210422 

10:58 南 勇太  183115 

11:00 稲田 優幸 茨大 OLD 211086 

11:02 蛭田 晃仁 ときわ走林会 483356 

11:04 後藤 陵紀 福島大学 210594 

11:06 盤野 晶士 茨大 OLD レンタル 

 

【M65A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:55 酒井 克明 Team 白樺 401710 

10:57 田島 三郎 入間市 OLC 220410 

10:59 深井 淳之 ワンダラーズ 478450 

11:01 平島 勝彦 入間市 OLC 401745 

11:03 田口 敏夫 川越 OLC 171759 

11:05 田中 博 入間市 OLC 401266 

11:07 橘 直隆 上尾 OLC 171780 

11:09 明石 五郎 春日部 OLC 198765 

11:11 高野 政雄  408432 

11:13 大塚 校市 千葉 OLK 483411 

11:15 鈴木 榮一 千葉 OLK 483407 

11:17 海老沢 正 入間市 OLC 479632 

11:19 宮田 信一郎 入間市 OLC 83089 

11:21 海野 忠秋 川越 OLC 210093 

11:23 関野 賢二 YTC78 レンタル 

mailto:Saitamaken.Kyokai.Taikai@gmail.com
mailto:ghb01420@nifty.com
mailto:BYD05743@nifty.ne.jp


 

【M50A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

11:10 大野 政男 下野市 OLC レンタル 

11:12 伊東 博司 広島 OLC 412475 

11:14 冨田 典行 埼玉県庁 レンタル 

11:16 五十嵐 仁  レンタル 

11:18 櫻庭 健一  レンタル 

11:20 風穴 周 クラブ阿闍梨 204891 

11:22 高原 剛 岐阜 OLC レンタル 

11:24 山本 賀彦 OLP 兵庫 483429 

11:26 井口 良範 高崎 OLC レンタル 

11:28 町井 稔 長野県協会 483414 

11:30 高橋 洋一 Club 阿闍梨 レンタル 

11:32 宇治橋 祐之 早大 OC 寿会 190179 

11:34 小林 二郎 入間市 OLC 209683 

11:36 奥山 景得 川口 OLC 479514 

11:38 久保田 優 入間市 OLC 402065 

11:40 五十嵐 則仁 横浜 OL クラブ 210118 

 

【M35A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:51 滝井 雅彦 練馬 OLC 410455 

10:53 小林 重信 ときわ走林会 レンタル 

10:55 木村 聡 Club 阿闍梨 220319 

10:57 土井 洋平 群馬県太田市 レンタル 

10:59 藤本 拓史 札幌農学校 85322 

11:01 兼田 僚太郎  レンタル 

11:03 石川 昌 サン・スーシ レンタル 

11:05 今泉 正喜 ときわ走林会 レンタル 

11:07 赤井 秀和 静岡 OLC 210071 

11:09 三田 一英 Club 阿闍梨 レンタル 

11:11 三野 隆志 多摩 OL レンタル 

11:13 小寺 実 丘の上 レンタル 

11:15 岡島 聡 札幌農学校 レンタル 

 

【MＢクラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:34 岡本 真嗣  157857 

10:36 国政 利行 渕野辺走塁会 レンタル 

【W21A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:35 勝山 佳恵 茨大 OLD レンタル 

10:39 植松 彩★ 入間市 OLC 201335 

10:43 小川 茉乃 茨大 OLD 211110 

10:47 高野 由紀★ 入間市 OLC 408515 

 

【W30A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:30 兼田 史子  レンタル 

10:31 鈴木 美紀 入間市 OLC 220309 

 

【W45A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:31 渡辺 加与美 入間市 OLC 401448 

10:33 高取 千佳 博多 OLC 146719 

10:35 尾崎 理華 まめこ隊 レンタル 

10:37 島津 すお美  レンタル 

10:39 高橋 明美 サン・スーシ レンタル 

10:41 加藤 伶子 入間市 OLC 402185 

10:43 海野 とみ子 川越 OLC 185290 

10:45 植松 裕子 入間市 OLC 190157 

10:47 大塚 ふみ子 千葉 OLK 488196 

10:49 田中 洋子 入間市 OLC 401295 



 

[東京都選手権] 

★ 東京都選手権対象者   ● 全日本リレー選考会対象者 

 

【M21A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

11:08 坂梨 敬哉 ★ KOLC 221971 

11:10 小崎 舜真 ★● 麻布 olk 200418 

11:12 髙見 博道 ★ OPC43 レンタル 

11:14 小池 英希 ★ 丘の上 157856 

11:16 田濃 邦彦  レンタル 

11:18 中島 正治 丘の上 200732 

 

【M65A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

11:25 上田 俊雄 ★● 東京 OL クラブ 76950 

11:27 永元 秀和  レンタル 

11:29 児玉 拓  ★● 多摩 OL レンタル 

11:31 小笠原 揚太郎 ★ 東京 OL クラブ 401810 

11:33 高橋 厚  ★● 多摩 OL 483410 

11:35 山本 博司 ★ ES 関東クラブ 412158 

11:37 中安 正弘 春日部 OLC 210519 

 

【M50A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:34 太矢 隆士 ★● 京葉 OL クラブ レンタル 

10:36 根本 雅昭 ★● 東京 OL クラブ レンタル 

10:38 二木 誠  ★● ソニーOLC レンタル 

10:40 鈴木 規弘 ★● 多摩 OL レンタル 

10:42 下山 敬史 ★ 横浜 OL クラブ レンタル 

10:44 小泉 辰喜 ★ 東京 OL クラブ 196185 

10:46 後閑 茂弘 ★● 丘の上 レンタル 

10:48 茅野 耕治 ★ ワンダラーズ 488353 

10:50 山田 一善 ★ 多摩ＯＬ レンタル 

10:52 笠原 健司 ★● ソニーOLC 183071 

10:54 加藤 昭次 ★ 多摩 OL 410697 

10:56 小山 清  ★ 京葉 OL クラブ レンタル 

10:58 梅林 正治 ★● 多摩 OL レンタル 

11:00 小倉 秀一 ★ ラジオリエンズ 114988 

11:02 荒井 正敏 ★● 多摩 OL 198771 

11:04 天明 英之 ★● 東京 OL クラブ 412182 

11:06 杉本 光正 ★● ES 関東クラブ レンタル 

11:08 井上 仁  ★ OLC レオ 172702 

【M35A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

11:19 森 竜生  ★ 横浜 OL クラブ 198766 

11:21 藤生 考志 ★● 東京 OL クラブ 413328 

11:23 久米田 誉晃 ★ 青葉会 レンタル 

11:25 源後 知行 ★ みちの会 183122 

11:27 浦瀬 太郎 ★● 女子医大 OLK レンタル 

11:29 青木 俊之 ★ 練馬 OLC 410403 

11:31 福田 雅秀 ★ 川越 OLC 190125 

11:33 菊澤 恵三 ★ 多摩 OL レンタル 

11:35 林 大岳  ★  レンタル 

11:37 天野 仁  ★ 横浜 OL クラブ レンタル 

 

【M20A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

11:39 長井 健太 ★● 東京農工大学 114991  

 

【M18A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:33 馬場 啓  ★ 麻布 olk 196119 

10:35 武田 直之 ★ 中大附属高生物 レンタル 

10:37 長澤 徳英 ★ 麻布 olk 196104 

10:39 三輪 昂輝 ★ 中大附属高生物 レンタル 

10:41 久山 耕平 ★ 麻布 olk 196128 

10:43 中島 笙  ★ 中大附属高生物 レンタル 

10:45 高松 祥大 ★ 麻布 olk 196118 

10:47 及川 翔太 ★ 中大附属高生物 レンタル 

10:49 横山 一石 ★ 麻布 olk 196126 

 



 

【M15A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:51 根岸 健仁 ★ 麻布 olk 210117 

10:53 神田 武瑛 ★● 桐朋 IK レンタル 

10:55 根岸 龍宏 ★  麻布 olk レンタル 

10:57 園部 仁士 ★● 桐朋 IK レンタル 

10:59 渡部 司   ★ 麻布 olk レンタル 

11:01 吉原 悠大 ★ 中大附属中生物 レンタル 

11:03 平井 啓裕 ★ 麻布 olk レンタル 

11:05 青島 光太郎★ 武蔵野東中 レンタル 

11:07 古賀 剛司  ★ 麻布 olk 195998 

11:09 高橋 宏太郎★● 桐朋 IK レンタル 

11:11 多門 慶志  ★ 麻布 olk レンタル 

11:13 澤田 颯登  ★ 中大附属中生物 レンタル 

11:15 安原 佳祐 ★● 桐朋 IK レンタル 

11:17 折橋 旺   ★  麻布 olk レンタル 

11:19 佐藤 隆   ★● 桐朋 IK 196710 

11:21 市川 智基 ★ 麻布 olk 195999 

11:23 田村 勇眸 ★ 中大附属中生物 レンタル 

11:25 山崎 大聖 ★ 麻布 olk レンタル 

11:27 岡野 峰和 ★ 中大附属中生物 レンタル 

11:29 迫田 勝太 ★● 桐朋 IK 183074 

11:31 塩田 拓輝 ★ 麻布 olk 195997 

 

【MB クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:38 青島 秀武 武蔵野市 レンタル 

10:40 富田 拓実 麻布 olk 196129 

 

【M12クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:30 吉田 隼 国分寺二小 レンタル 

【W21A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:37 栗原 真季子 ★ サンスーシ レンタル 

10:41 皆川 美紀子 ★ みちの会 158572 

10:45 渡辺 円香 ★● ES 関東 C 161049 

10:49 水嶋 直子 ★● 渋谷で走る会 220299 

 

【W55A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

11:39 久保 君子 ★ 練馬 OLC 410412 

11:41 山本 陽子 ★ ES 関東クラブ 408454 

 

【W45A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:51 服部 早苗 ★ Club 阿闍梨 レンタル 

10:53 浦瀬 香子 ★● 女子医大 OLK レンタル 

 

【W30A クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:32 宇野 明子 ★ 多摩 OL 478440 

 

【WB クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:42 荻原 幸子 国分寺市 レンタル 

 

【初心者(N)クラス】 

時刻 氏名 所属 E-Card 

10:33 徳光 さゆり 中大附属中生物 レンタル 

10:44 竹原 綾音 中大附属中生物 レンタル 

 


