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１.  実行委員長の言葉 

もくじ 

この度は、第 3 回名大椙大オリエンテーリング大会にご参加いただき、ありがとうござい

ます。 

 

名大椙大オリエンテーリング大会も今年で 3 回目の開催となりました。今大会は 200 名

近い方のご参加をいただき、私たち運営者一同、大変な驚きと喜びをもって受け止めており

ます。これもひとえに、全国のオリエンティアの皆様の支えがあってのことだと実感してお

ります。 

皆様にとって最高の一日となるよう、運営メンバー一同、精一杯準備をしてきました。こ

の機会に花沢の健やかに育った木々に囲まれ、秋山を存分にお楽しみください。 

最後になりましたが、今大会を開催するにあたってご協力を頂いた方々に厚くお礼を申し

上げるとともに、皆様のお越しを心よりお待ちしております。 

 

大会実行委員長   佐久間 風花 
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 ◆大会会場 

    花山小学校（愛知県豊田市下山田代町万徳前１６－４）  TEL: 0565-90-2102 
＜会場周辺図＞                    ※大会に関する連絡の方はＰ１４の佐久間までお願いします。 

 
 

① 車でお越しの方 

 ◆名古屋・豊田方面からお越しの方 

  豊田市街地から東へ進み「豊田松平 IC」を過ぎた後、国道 301号を東へ進む。 

   松平橋東 → 九久平町簗場 → 花沢西ノ入 の信号を通過後、左手にヤマザキストアが見えた後、 

歩道橋をくぐり、すぐに右折。  
 

◆岡崎方面からお越しの方 

   東名高速道路・岡崎 ICより、県道 35号線を東に進み、鍛埜 → 中伊の交差点通過後、 

県道 477号を北上する。 

 

2.  交通案内 

花山小学校 
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◆駐車場（開場8:45～） 

  花山小学校のグラウンドの一部を駐車場として開放します。係員の誘導に従い、奥から詰めて駐車を 

お願いします。 

 

 

・国道３０１号から駐車場へは看板や係員による誘導があります。 

・正門からは入らないように注意してください。 

・グラウンドの奥から順に駐車していただくことになります。 

・グラウンドが満車になった場合は係員の指示に従ってください。 

・グラウンドにお止めになった車は、発進の際に急発進されますと地面がえぐれてしまうので注意してく

ださい。 

係員の誘導に従って 

駐車してください 

ウォーミングアップ 

エリア 

駐車場 

至 豊田市街 

歩道橋 

バス停(花山小学校下) 
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② 公共交通機関でお越しの方 

   公共交通機関でお越しの方はおいでんバス、もしくは名鉄バスをご利用下さい。 

  

◆おいでんバスをご利用の方 

名鉄三河線・名鉄豊田線「豊田市駅」よりおいでんバス（下山・豊田線）で「花山小学校下」 

下車（約40分・片道500円） 

＜時刻表＞

行き（下山・豊田線/大沼方面) 

豊田市駅発 花山小学校下着 

7:10 7:49 

8:05 8:44 

11:00 11:39 

 

帰り（下山・豊田線/豊田市方面） 

花山小学校下発 豊田市駅着 

14:08 14:47 

16:08 16:47 

17:08 17:47 

 

◆名鉄バスをご利用の方 

名鉄名古屋本線「東岡崎駅」より名鉄バス（大沼行き）で「花山小学校下」下車（約 50分・ 
   片道 800円）  

＜時刻表＞

行き（大沼行き/康生町・岡崎北高前経由） 

 

東岡崎発 花山小学校下着 

7:35 8:26 

10:50 11:41 

 

帰り（東岡崎行き/岡崎北高前・康生町経由） 

 

花山小学校下発 東岡崎着 

12:03 12:53 

14:41 15:31 

※公共交通機関の遅れ等が発生した場合はスタート時間を考慮します。 
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（会場図） 

 

 

◆会場の施設について 

○公式掲示板 

   競技に関する情報、変更点などを掲示します。必ずご確認ください。 

○更衣室 

      佒育館北のミーティングルームを女子更衣室としてお使い下さい。 

       男子更衣室はございません。 

○販売 

佒育館外でペットボトル飲料などの飲食物、佒育館内で地図・大会Ｔシャツの販売行っていますので、ぜひ 

ご利用下さい。地図販売は 13：30から行います。 

3.  会場案内 

販売 販売 

駐車場 

ウォーミングアップエリア 

ステージ 
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○水道 

  グラウンドにも水道があります。ご自由にお使い下さい。 

  ○トイレ 

   佒育館北にあります。 

○ウォーミングアップエリア 

   花山小学校のグラウンドの一部をウォーミングアップエリアとして開放します。 

駐車する車に十分注意してアップを行ってください。 

 

※会場使用上の注意 

・下駄箱は使用禁止です。靴は入り口で配布する靴袋にお入れ下さい。 

・館内での飲食は禁止です。昼食等は佒育館外でとり、ゴミは各自でお持ち帰り下さい。 

・館内での盗難等について運営者は責任を負いません。貴重品の管理は各自でお願いします。 

・大会中、特に競技終了後は会場内に泥を持ち込まないようご注意下さい。 

・佒育館２階は関係者以外立ち入り禁止となっています。 

    

 

 

 

  ◆競技形式 

    ・ポイントオリエンテーリング 

      ・EMIT社製電子パンチングシステム使用 

 ・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準拠 

 

◆テレイン情報 

     本大会では２００３年インカレクラシック及び 2007年公認愛知下山大会において使用された 

テレイン「花沢」を使用する。本テレインは，標高約 400 ～ 500m の高原に位置し、テレイン内に

存在する耕作地・道路により，山塊が分断されている。山林内にはあまり道は発達しておらず，全

佒的に急峻である。また、小さな尾根・沢からなる複雑な地形や岩石地帯も多く存在する。植生は，

通行可能度の良い人工林と，針葉樹と広葉樹が入り組んだ見通しの悪い混合林が広がっており、

テレインとしては難易度が高めである。 

 

◆コース情報 

     ○コース設定者   松井 健哉（名古屋大学 ２００７年度入学） 

                      水野 日香里（椙山女学園大学 ２００７年度入学） 

○コースプロフィール 

        登坂力や佒力を問うようなレッグと正確なオリエンテーリング技術を問うようなレッグが入り混

じったコースとなっている。全佒的にルートチョイスを問うようなレッグは尐なめとなっているが、

それよりも微地形ややぶの中での方向維持や走行スピードが重要な要素となる。 

4.  競技情報 
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◆地図情報 

   ２００９年名古屋大学・椙山女学園大学一部修正 

   「花沢」（２００５年 ３月 世界オリエンテーリング選手権実行委員会発行） 

縮尺：１：１００００／等高線間隐：５ｍ／走行可能度４段階表示 

地図サイズ A4縦／ポリ袋封入加工済  

 

○コントロール位置説明  

社団法人 日本オリエンテーリング協会（ＪＯＡ）コントロール位置説明作成規程によります。 

地図上の記号△はスタートフラッグ、○はコントロール位置、◎はフィニッシュ、   は給水所（兹 救護所）

を示します。 

                                                        

◆クラスごとのコース概要 

クラス 距離 登距離 優勝設定時間 給水位置 

M２１A ５．３ｋｍ ３４０ｍ ５５分 10% 45% 75% 

M２１AS ４．２ｋｍ ２９５ｍ ５０分 20% 60%  

M１５A １．６ｋｍ １０５ｍ ５０分 50% 

M１８A ３．６ｋｍ ２５０ｍ ５０分 40% 65% 85% 

M３５A ４．２ｋｍ ２９０ｍ ５０分 20% 60% 

M５０A ３．６ｋｍ ２５０ｍ ５０分 40% 65% 85% 

M６５A ２．７ｋｍ １６０ｍ ５０分 40% 70% 

MB ２．１ｋｍ １５０ｍ ３０分 55% 

W２１A ４．０ｋｍ ２６０ｍ ５５分 15% 50% 80% 

W２１AS ２．７ｋｍ １６５ｍ ５０分 40% 70% 

W３５A ２．７ｋｍ １６５ｍ ５０分 40% 70% 

W５０A １．６ｋｍ １０５ｍ ５０分 50%  

WB １．７ｋｍ １１０ｍ ３０分 50% 

     

MF（名椙） ２．１ｋｍ １５０ｍ ３０分 55% 

WF（名椙） １．７ｋｍ １１０ｍ ３０分 50% 

 

※コース距離、登距離を変更した場合には、公式掲示板で発表します。 

※距離は直線距離、登距離はベストルートでの値です。  

※給水位置に関してはルートによっては上記の給水箇所を通らない場合もあります。 

※W１５A、W１８A及びW６５Aに関しましては事前エントリー時点で申し込み者がいなかったため、クラスを設けま

せん。 

※MF（名椙）、WF（名椙）クラスに関しては名古屋大学・椙山女学園大学の新入生のみの参加となります。コース

に関しましてはMB、WBと同様のものとなっております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。  
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フローチャート 

 

 

 

     

        青色テープ・看板による誘導                   青色テープ・看板による誘導 

1km 徒歩約 20 分                     2.2km徒歩約45 分 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        最終コントロール～ゴール 赤白テープ誘導 

 

 

 

 

 

 

                                  

青色テープ誘導 

 

 

 

 

 

5.  大会の流れ 

9:00  開場・当日受付開始 

11:00   当日受付終了 

11:00   トップスタート 

12:30   スタート閉鎖 

 

M15A・MB・MF 

W50A・WB・WFの方 

11:00   トップスタート 

12:30  スタート閉鎖 

ス
タ
ー
ト
地
区
① 

ス
タ
ー
ト
地
区
② 

M21A・M21AS・M18A・M35A 

M50A・M65A・W21A・W21AS 

W35A の方 

 

 （体育館） 

会場 

ゴール 

 

14:00～ 表彰（随時） 

16:30    会場閉鎖 会場 

ゴール閉鎖 15:30 

競技中(11:00～15:30) 

  

スタート～スタートフラッグ 赤色テープ誘導 
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大会の流れ 

    １、受付 

        受付は 9:00～16:30まで設置されています。当日受付の方のみ受付にお越しください。 

         事前参加申し込みをされた方は受付を通過する必要はありません。配布物置き場でバック 

アップラベル・デフ・レンタルＥカードをお取り下さい。 

   a  
◆配布物 
ステージ前の配布物置き場にバックアップラベル・デフ・レンタルＥカードが置いてあるので各自でお取

り下さい。その際必ず氏名、クラス、スタート時間、Ｅカード番号を確認してください。デフはクラス別に

袋に入っています。 

 

◆当日申し込みについて 

 事前申し込みをされていない方で出走したい方は受付までお越し下さい。当日参加申し込み用紙に必 

要事項を記入し、参加費と引き換えにバックアップラベルをお渡しします。その際スタート時間も 

お知らせします。当日申し込みは 9:00～11:00までです。ご注意ください。 

当日参加の方については傷害保険に加入できませんので、予めご了承ください。 

※地図の枚数に限りがありますので、ご希望のクラスで出走することができない可能性もあります。 

 

◆賛助会員について 

日本学生オリエンテーリング連盟賛助会員を受付けております。賛助会員について詳しくは以下の

HPをご覧ください。 

 賛助会員について http://www.orienteering.com/~uofj/index.php?blogid=1&catid=4  

 

◆その他手続き 

○Ｅカードを忘れた場合 

   マイ E カードを忘れた方は、２００円をお支払いの上、受付にてカードをお受け取りください。ただし、貸しＥ

カード(事前レンタル申請者も同様)を紛失・破損した場合は実費６０００円を負担していただきますのでご

了承ください。 

 

            ○Ｅカード番号が違う時 

バックアップラベルと自分のＥカードの番号が異なる場合は受付にて訂正を申告してください。 

       

○コンパスを忘れた場合 

コンパスの貸し出しも行います。受付で保証金３０００円と引き換えにコンパスをお貸しします。保証金は

コンパス返却時にお返しいたします。 

    

○過丌足金の精算 

申し込み時において金額に丌備のあった方は、公式掲示板・速報掲示板の二カ所に名前を張り出してい

ます。該当する方は至急受付にお越しください。その際に、バックアップラベルを過丌足金と引き替えにお

渡しします。 

 

            ○その他 

ゴール後、アンケートを受付にて配布しております。ご協力お願いします。 

その他質問のある方も受付へお願いします。 

 

http://www.orienteering.com/~uofj/index.php?blogid=1&catid=4
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２、スタート 

    会場からスタートまでは青色テープ誘導です。スタート地区は 2つあり、クラスごとで異なるので 

ご注意ください。詳しくは９ページのフローチャートをご覧ください。 
   

◆スタートの流れ 

３分前：３分前枠に入ってください。 

２分前：２分前枠に進んでください。 

１分前：１分前枠に進み、係員の指示に従って Eカードを提示し、動作確認をしてください。地図が自分の 

クラスと合っているか確認してください。 

１０秒前：スタートユニットに Eカードをセットして、スタートの合図と同時に Eカードを離し、地図をとって 

スタートしてください。 

 

◆誘導 

スタートからスタートフラッグまでは赤色テープ誘導となっています。 

 

◆スタート地区レイアウト（■はスタートユニット。アクティベートユニットはありません） 

○スタート地区①(M15A・MB・MF・W50A・WB・WFの方) 

                          ↑スタートフラッグへ 

 

 

1分前枠 

 

2分前枠 

    

3分前枠 

  

○スタート地区②(M21A・M21AS・M18A・M35A・M50A・M65A・W21A・W21AS・W35Aの方) 

↑スタートフラッグへ 

  

 

1分前枠 

 

2分前枠 

    

3分前枠 

 

ＭＢ            M15A 

ＭＦ       W50A 

              WB 

            WF 

 

レーン１           レーン２          遅刻枠 

M21A            M21AS          M18A 

                    M35A           M50A 

                    M65A      W21A 

                    W21AS 

                    W35A 

レーン１           レーン２         レーン３      遅刻枠 
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※注意事項 

・クラスによりスタート地区が異なりますのでご注意ください。 

・付近にトイレがないため、会場で済ませてきてください。 

・荷物の輸送、ペットボトルの回収は行いません。 

・時間に余裕をもって来るようにして下さい。遅刻した場合は遅刻者として対応します。 

・出走三分前になったら三分前枠に入り、係員の指示を受けてください。 

・遅刻者は係員に氏名、Eカードナンバー、クラスを告げて遅刻枠に入り、係員に告げられた出走時間で 

スタートしてください。 

・Eカードが敀障した場合は係員に告げ、係員に貸しEカードの番号と氏名、出走時間、クラスを控えてもらって 

から、出走してください。 

・スタート地区の閉鎖時間は 12:30です。それ以降の出走はできませんのでご注意ください。 

・各スタート地区には給水を設けます。 

 

３、競技中 

 

      ◆ 競技方法 
地図上で指定された順番どおりにコントロールを回ってください。 

 

      ◆ Ｅカード使用時の注意事項 

○１番コントロールから順番に回り、ユニットにＥカードをはめて下さい。同じ番号のコントロールを続けて２回以

上パンチした場合、最初のパンチのみが記録されます。途中で間違ったコントロールをパンチした場合は、 

その後正しいコントロールをパンチして下さい。 

 

○Ｅカードが正常に作動しなかった場合は、バックアップラベルでコントロールの通過が確認できれば完走としま

す。バックアップラベルを紛失した場合でも、Ｅカードが正常に作動してコントロールの通過が確認できる限り

は失格としませんが、Ｅカードも正常に作動せず通過が確認できなかった場合は失格となります。また、Ｅカー

ドを紛失した場合も失格となります。 

 

◆ 競技時間 

全クラス１５：３０までにはフィニッシュを通過してください。なお、本大会の競技時間は１８０分です。 

        これを越えた場合は失格となり、順位はつきません（記録は残ります）。 

 

◆ ゴール閉鎖時刻 

ゴール閉鎖時刻は１５：３０です。 

すべての参加者は競技が終了していない場合でも必ずゴール閉鎖時刻までにゴールを通過してください。 

ゴールを通過しなかった場合は未帰還者として捜索します。警察へ届出をする場合もあります。 

 

◆ 棄権する場合 

途中で棄権する場合も、必ずゴールで帰還者確認を受けてください（やむをえない場合は計算センターで）。 

絶対に無断で帰宅しないで下さい。 
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◆救護所・給水所 

テレイン内に給水所・救護所を設けます。地図上に   で示される救護所では有人で救護と給水が可能。但し、

救護所にて係員から傷の手当てなどの給水以外の救護を受けた場合は失格となります。自分で手当てをする

場合は失格にはなりません。救急用具を必要とする場合は係員に声をかけてください。また、 

スタート地区にも給水を設けます。 

  

  ４、ゴール 

◆誘導 
最終コントロールからゴールまでの誘導は赤白テープ誘導に従って下さい。 

 

◆フィニッシュ 

       パンチングフィニッシュ（Eカードをフィニッシュユニットにはめた時刻がゴール時刻）です。 

フィニッシュ後は、会場の計算センターでEカードを読み取ります。Eカードをレンタルした方は、読み取りの際 

にEカードを回収します。 

     

◆ゴール閉鎖 
      ゴール閉鎖は１５：３０です。レース途中であっても、また棄権する場合も、１５：３０までには必ずゴールを通過し、

会場にいる本部の係員にＥカードを提出してください。ゴール通過確認がされないと、未帰還者として捜索され

ることとなります。 

 

◆調査依頼・競技に関する苦情・提訴 

       調査依頼・コントロール通過に関する説明・苦情等は本部で伺います。本部の回答に丌朋がある場合、提訴を 

行うことができます。調査依頼・提訴は、どちらも本部にて文書でお伝えください。回答の結果は、依頼･提訴人 

に文書で伝えたうえ、必要であれば公式掲示板に記載します。 

         ○裁定委員について 

裁定委員は当日公式掲示板により発表します。  

 

◆会場に入る際の注意 

       競技後、ブルーシートのある入り口から雑巾で足の泥を落としてから会場にお入りください。  

会場をなるべく汚さないようお願いします。 

 

   ５、表彰 

◆場所と時間 

会場で１４時頃から、各クラス順位が確定しだい、随時行います。 
 

◆表彰対象 

各クラス１位から３位まで表彰します。 
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◆禁止事項 

○競技エリアの立ち入り・地図持ち込み禁止  

大会前の「花沢」区域へのオリエンテーリング目的での立ち入り、および会場へ のO-map 

「花沢」の持ち込みを禁止します。立ち入り・持ち込みが発覚した場合は失格とします。 

○会場・テレインでの喫煙・飲酒・火器使用禁止 
  

◆競技中の注意  

・ 民家の敷地や畑は立ち入り禁止です。 

・ 樹木を傷つける等、自然を損なう行為をしないで下さい。 

・ 救護所では簡単な応急手当は可能ですが、怪我の度合いによっては病院への搬送が必要になります。 

ご了承ください。 

・ 怪我人・病人の救助は競技者の義務です。怪我人・病人を見つけた場合は、場所、状況等を最寄りの係員 

あるいは大会本部にお知らせください。救助は競技よりも優先させてください。  

・ 大会中、スタートに向う選手、競技中の選手、ゴールから会場に向う選手がすれ違うことがありますが、決して 

地図を見せるなどの情報交換はしないでください。丌正が判明した場合は失格といたします。   

・ バックアップラベルを紛失した場合は、Ｅカードが正常に作動してコントロールの通過が確認できる限り失格と 

はなりませんが、Ｅカードが正常に作動せずに通過が確認できなかった場合は失格となります。  

 

◆傷害保険について 

ご自身あるいは他人に不えた損害について主催者側は一切の責任を負いません。 本大会は傷害保険に加入 

していますが、保険証を持参下さい。  

 

◆大会中止の決定  

荒天等やむをえない事態が発生した場合は、主催者の判断にて大会を中止いたします。 なお、大会が 

中止の場合でも参加費は返還しかねるので、ご了承ください。 

 ○大会中止の連絡方法 

   中止の場合大会ホームページにて当日朝４：３０までにその旨を掲示します。 携帯からもアクセス可能です。 

大会開催か判断しかねる天気の場合、本部までお問い合わせください。問い合わせ先は下記に記載します。 

      

◆インフルエンザについて 

         一週間以内に身近な人で感染者がいた場合、参加はご遠慮下さい。 

 

◆本大会に関する問い合わせ先 

   佐久間 風花(大会実行委員長) 

         e-mail（m_bear127■yahoo.co.jp） 

【大会 HP】 http://3rdmeisugi.web.fc2.com/ 

   

       当日の連絡は浅利携帯  Mail：shinumadeikiro.246911.1126■docomo.ne.jp  までお願いします。 

                     TEL：@9@-2136-4902 (@ =0)         ※連絡時は■を@に変えてください。 

◆そのほか連絡事項 
○会場やレース中にカメラマンが写真を撮影することがありますのでご了承ください。 撮影した写真は 

後日ホームページにて掲載予定です。 

 ○当日、名大生・椙山生の運営スタッフは統一した紫色の大会Ｔシャツを着ていますので、体かありましたら 

声をおかけください。 

 ○会場付近にて、コンパス、Ｅカードの使い方について簡単な説明をしますので、ご希望の方は受付まで 

お越しください。 

6.  諸注意 

http://jp.f34.mail.yahoo.co.jp/ym/Compose?To=shinumadeikiro.246911.1126@docomo.ne.jp&YY=58036&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b
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               M21A 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:00 横井 智哉 KOLC 120955 

11:01 藤森 裕耶 静大ＯＬＣ 140881 

11:02 松澤 俊行 松塾 410185 

11:03 上田 浩嗣 Team Heart Golds 411089 

11:04 辻 晃 金沢大学ＯＬＣ 68216 

11:05 中島 基之 京大ＯＬＣ 64141 

11:06 佐藤 悠太 東北大ＯＬＣ 407538 

11:07 津島 直樹 岩手・風になるEST 117464 

11:08 小林 春樹 東北大ＯＬＣ 410206 

11:09 樽見 典明 三河ＯＬＣ 83129 

11:10 三森 創一郎 東北大ＯＬＣ 407525 

11:11 大月 隆寛 チームみかん 113508 

11:12 市脇 翔平 日本学連普及部 64176 

11:13 福田 雄希 京大ＯＬＣ 64152 

11:14 横田 勇輝 金沢大学ＯＬＣ 68218 

11:15 宮内 貴規 静大ＯＬＣ 113494 

11:16 朴峠 周子 ときわ走林会 407505 

11:17 大類 健介 静大ＯＬＣ 113505 

11:18 渡辺 拓也 京大ＯＬＣ 64146 

11:19 藤田 純也 京大ＯＬＣ 64156 

11:20 大橋 悠輔 東北大ＯＬＣ 407283 

11:21 小野田 剛太 OLCルーパー 76979 

11:22 宮本 佳記 京大ＯＬＣ 64191 

11:23 高島 拓也 金沢大学ＯＬＣ 68217 

11:24 渡会 真一 静大ＯＬＣ 140882 

11:25 崎田 孝文 三河OLC 82849 

11:26 立川 悠平 新潟大学OC レンタル 

11:27 伴 毅 京大ＯＬＣ 64150 

11:28 長瀬 陽一郎 OLCルーパー 76970 

11:29 池 陽平 OLCルーパー 76982 

11:30 南部 三王 OLC珈琲 86296 

11:31 栗城 吾央 岩手・風になるEST 92833 

11:32 大山 佳祐 航走の会 レンタル 

11:33 中島 嘉久  無所属 84945 

11:34 桶田 雄史 静大ＯＬＣ 140981 

11:35 岡本 耀平 京大ＯＬＣ レンタル 

11:36 木村 隆二 新潟大学OC 487840 

11:37 君家 翔太 京大ＯＬＣ レンタル 

11:38 栄森 貴久 京大ＯＬＣ 64193 

11:39 毛呂 悠紀 静大ＯＬＣ 113506 

11:40 山本 哲也 静大ＯＬＣ 113509 

11:41 小山 卙之 新大OC レンタル 

    

    

11:42 新城 大樹 東工大OLC 92840 

11:43 田中 きみのり マッパ 487847 

11:44 田仲 圭 新潟大学OC レンタル 

11:45 平井 均 静岡ＯＬＣ レンタル 

11:46 小西 宏 大阪OLC 410164 

11:47 登坂 祥太 OLCルーパー 64097 

11:48 高柳 陽介 静大ＯＬＣ 140880 

11:49 五島 良洋 静大ＯＬＣ 113487 

11:50 堀田 遼 東京大学 レンタル 

11:51 寺村 大 朱雀OK 84298 

11:52 山下 智弘 京大ＯＬＣ 64155 

11:53 松尾 遼 京大ＯＬＣ レンタル 

11:54 更科 裕介 新潟大学OC レンタル 

11:55 寺田 啓介 京大ＯＬＣ レンタル 

11:56 島 礼央 しまレお レンタル 

11:57 林 武彦 ラタマキュー 407272 

11:58 三谷 洋介 東京大学 レンタル 

11:59 庄田 陸平 静大ＯＬＣ 113524 

12:00 林 広明 京大ＯＬＣ 64198 

12:01 石黒 文康 京大ＯＬＣ 64197 

12:02 落合 徹 マッパ 410191 

12:03 久保 貴大 新大OC レンタル 

12:04 新美 宏樹 静大ＯＬＣ 140874 

12:05 小林 賢太朗 新大OC レンタル 

12:06 戸田 瑛 東北大ＯＬＣ 407261 

12:07 若山 亜美里 静大ＯＬＣ 113498 

12:08 仲田 貴幸 OLCふるはうす 488192 

12:09 赤地 祐彦 無所属 86292 

 

W21A 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:31 加納 尚子 OLCルーパー 483354 

11:34 三井 由美 三河ＯＬＣ 407523 

11:37 鳥羽 都子 OLCルーパー 76971 

11:40 関谷 麻里絵 安土UK 64200 

11:43 江幡 禎子 東北大ＯＬＣ 405201 

11:46 平方 遥子 東北大ＯＬＣ 411214 

11:49 井上 舞 東工大OLT 82554 

11:52 本間 理紗 東北大ＯＬＣ 407288 

11:55 疋田 はるか 三河ＯＬＣ 84923 

11:58 青山 由希奈 OLCルーパー 84827 

12:01 田村 容子 東工大OLT 82558 

12:04 林 佳苗 ラタマキュー 407273 

12:06 清水 美和 ルーパー 84902 

7.  スタートリスト 
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M21AS 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:02 小林 知彦 新人戦のコントローラ 84905 

11:07 水藤 拓人 京大ＯＬＣ レンタル 

11:12 緑川 拓也 新潟大学OC レンタル 

11:15 高田 翔午 金沢大学ＯＬＣ 69224 

11:18 森 広斗 名大OLCOB 84899 

11:21 和田 洋介 京大ＯＬＣ レンタル 

11:24 廣部 達哉 金沢大学ＯＬＣ 68219 

11:27 北 翔太 金沢大学ＯＬＣ 68221 

11:30 三井 貴寛 金沢大学ＯＬＣ 68220 

  

W21AS 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:03 原田 友理惠 静大ＯＬＣ 114664 

11:08 水野 綾子 東北大ＯＬＣ 407270 

  

M15A 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:00 葛谷 信朝 東海中学 92873 

11:04 清水 虎太郎 東海中学 92867 

11:07 別府 涼火 東海中学 92881 

11:10 横江 薫 東海中学 レンタル 

11:13 光川 凌 東海中学 92875 

11:16 栗木 哲也 東海中学 レンタル 

11:18 澤田 潤 東海中学 92877 

11:20 澤田 陸 東海中学 92855 

11:22 森田 皓介 東海中学 92871 

11:24 井澤 充 東海中学 92872 

11:26 金森 勇樹 東海中学 レンタル 

11:28 朝倉 良太 東海中学 92879 

11:30 角田 貴大 東海中学 92880 

 

M18A 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:30 深田 恒 東海高校 139821 

11:33 宮西 優太郎 東海高校 139819 

11:36 鎌井 恵太 東海中学 92864 

11:39 坂野 翔哉 東海中学 92854 

11:42 沼田 将弥 東海中学 92861 

11:45 江口 裕基 東海中学 92856 

11:48 笠間 悠輔 東海中学 92754 

11:51 浅井 迅馬 東海中学 92866 

11:54 森川 敏治 東海高校 407539 

11:57 箱山 昂汰 東海高校 407509 

12:00 橋本 知明 東海中学 139820 

12:03 五百倉 大輔 大阪ＯＬＣ レンタル 

12:05 鈴木 周 東海高校 407450 

12:07 小池 一輝 東海高校 407507 

12:08 岩切 泰和 東海中学 92882 

12:09 平井 皓基 東海高校 407278 

12:10 池田 真輝 東海中学 92865 

12:11 河合 洋佑 東海中学 92824 

 

M35A 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:00 河村 健二 三河ＯＬＣ 408435 

11:05 大野 聡生 東海中学 407259 

11:10 松橋 徳敏 つるまい OLC 141381 

11:13 瀬口 洋治 ＯＬＣルーパー 76973 

11:16 田代 雅之 無所属 410202 

11:19 佐野 弘明 小松市 OLK レンタル 

11:22 大林 俊彦 大阪ＯＬＣ 140820 

11:25 藤生 考志 東京ＯＬクラブ 401576 

11:28 中井 隆宏 愛知 OLC レンタル 

11:31 多田 茂紀 ＯＬＣルーパー 76980 

11:33 宮崎 敦司 （無所属） 79414 

11:34 永瀬 真一 ＫＯＬＡ レンタル 

11:35 池田 俊彦 つるまいＯＬＣ レンタル 

11:36 谷村 正樹 杉風会 79598 

11:37 福田 雅秀 川越 OLC 411454 

   

M50A 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:32 小川 和之 つるまいＯＬＣ レンタル 

11:35 前田 春正 ＫＯＬＡ 488135 

11:38 小八重 善裕 鈴亀ＯＬＣ 411323 

11:41 城森 卙幸 OLP兵庫 407533 

11:44 土屋 晴彦 愛知OLC 140954 

11:47 桑山 実 三河OLC 76995 

11:50 山本 卙司 無所属 408418 

11:53 藤原 三郎 山梨骨骨クラブ 407284 

11:56 佐藤 政明 無所属 410143 

11:59 粟野 義明 愛知OLC 140947 

12:02 清水 善卙 山梨骨骨クラブ レンタル 
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M65A 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:01 小橋 至 なし レンタル 

11:06 岡野  英雄 愛知OLC 140955 

11:11 柴田 喜一 つるまいOLC 409786 

11:14 宮田 敏雄 松坂OLC 71175 

11:17 小幡 昭次 三河OLC 140952 

11:20 金子 八三 無所属 409834 

11:23 藤田 和男 無所属 79418 

11:26 永井 昇 三河OLC 77005 

11:29 笠井 泰自 大阪OLC 488134 

11:32 辻村 修 コンターズ レンタル 

 

MB 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:30 杉森 憲文 ファミリーOLC レンタル 

11:32 稲森 剛 東海中学 レンタル 

11:34 野村 弘毅 名古屋市 レンタル 

11:36 米本 昌平 東海中学 レンタル 

11:38 山口 一馬 東海中学 レンタル 

11:40 飯沼 宥光 東海中学 レンタル 

11:42 竹本 拓 東海中学 レンタル 

11:44 土屋 武 愛知 OLC レンタル 

11:46 伊藤 正貴 東海中学 レンタル 

11:47 宋 康旭 東海中学 レンタル 

11:48 尾崎 渉 無所属 レンタル 

11:49 尾崎 理華 無所属 レンタル 

11:50 尾崎 誠 無所属 レンタル 

11:51 羽柴 理紗 無所属 レンタル 

11:52 本田 涼磨 東海中学 レンタル 

11:53 佐久間 健太 東海中学 レンタル 

11:54 長谷川 望 東海中学 レンタル 

11:55 浅井 健杜 東海中学 レンタル 

11:56 奥野 紘宇 東海中学 レンタル 

11:57 二村 真司 東海中学 レンタル 

11:58 岡田 拓朗 東海中学 レンタル 

11:59 小塩 健介 東海中学 レンタル 

12:00 種市 雅也 東海中学 レンタル 

12:01 大久保 雄真 東海中学 レンタル 

12:02 岸 裕樹 燃えてヒーロー レンタル 

12:03 五百倉 務 大阪ＯＬＣ レンタル 

 

 

W35A 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:04 高取 千佳 川越 OLC 134764 

11:09 長瀬 朊子 つるまい 479317 

 

W50A 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:02 山本 陽子 無所属 408454 

 

WB 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:01 小島 朊子 無所属 レンタル 

11:05 喜田 麻未 椙山 OG 86163 

11:08 小柳 優紀 実践女子大学 レンタル 

11:11 佐野 千恵美 小松市 OLK レンタル 

11:14 諏訪 さち子 山梨骨骨クラブ レンタル 

11:32 稲垣 圭 三河 OLC レンタル 

 

MF 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:31 大村 拓磨 名古屋大学 OLC レンタル 

11:33 中川 晃孝 名古屋大学 OLC レンタル 

11:35 佐藤 雅俊 名古屋大学 OLC 146911 

11:37 三善 研吾 名古屋大学 OLC 146686 

11:39 布施 匡也 名古屋大学 OLC 146915 

11:41 和田 隆太郎 名古屋大学 OLC レンタル 

11:43 熊澤 慎介 名古屋大学 OLC 146916 

11:45 近常 直樹 名古屋大学 OLC レンタル 

 

WF 

スタート 氏名 所属 Eカード 

11:03 久米 美里 椙山女学園大学 OLC レンタル 

11:06 戸塚 菜月 名古屋大学 OLC 146192 

11:09 森崎 智子 椙山女学園大学 OLC レンタル 

11:12 吉川 真由 椙山女学園大学 OLC レンタル 

11:15 井村 一乃 椙山女学園大学 OLC レンタル 

11:17 堀田 梨恵 椙山女学園大学 OLC レンタル 

11:19 新實 望見 椙山女学園大学 OLC レンタル 

11:21 古川 真由 椙山女学園大学 OLC レンタル 
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11:23 金田 千里 椙山女学園大学 OLC レンタル 

11:25 伊藤 奈巳 椙山女学園大学 OLC レンタル 

11:27 二村 春圭 椙山女学園大学 OLC レンタル 

11:29 門間 理恵 椙山女学園大学 OLC レンタル 

11:31 伊藤 愛子 椙山女学園大学 OLC レンタル 

11:33 伊東 里紗 椙山女学園大学 OLC レンタル 

11:35 中田 朱音 椙山女学園大学 OLC レンタル 

 

 

 

 


