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1. ごあいさつ 
 

大会会長 遠藤 益夫 
 
第２８回京葉オリエンテーリングクラブ大会にエ
ントリーいただき誠にありがとうございます。 
今回も前回同様２日間大会で行います。第一日目
は幕張メッセの公園でスプリントを、第二日目は JOA
公認大会として佐倉市の印旛沼を見下ろす草ぶえの
丘にて、スプリントとトレイルＯです。 
いずれの地も過去に大会開催しており、地図情報
は知られておりますが、今回出走されて、ニューテ
レインの感触を得られましたら幸いでございます。 
今大会も競技者の眼で開催し京葉オリエンテーリ
ングクラブらしさを盛り込み、クラブ員一同努力い
たす所存です。 
何とぞ、早春の一日を房総の地で楽しんでいただ
けますよう心よりお待ちいたします。 
ご参加ありがとうございます。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

大会実行委員長 大塚 友一  
 
 この度は第２８回京葉オリエンテーリングクラブ
幕張・佐倉二日間大会にご参加いただきありがとう
ございます。今回は京葉定番となりましたスプリン
トとトレイルＯによる二日間大会です。 
１日目の幕張は都市公園ということでスピーディ
ーなオリエンテーリングをお楽しみいただきたいと
思います。また、初心者講習もあり、オリエンテー
リング初心者も心配ご無用です。ご友人や職場の方
を誘うのにもおススメです。 
２日目の佐倉は幕張とは打って変わってテレイン
の大部分が森林部となります。スプリントはスピー
ドと手続きのバランスが重要になります。トレイル
Ｏも面白いコースが準備しています。午前はスプリ
ント、午後はトレイルＯと１日を通してお楽しみい
ただければと思います。 
それではうまく頭を切り替えて２日間タイプの違
うテレイン、オリエンテーリングを是非お楽しみく
ださい。クラブ員一同皆さんのご参加をお待ちして
おります。 

 
 

役員 ： 大会会長        遠藤 益夫 
幕張海浜公園大会会長  石井 照久（財団法人千葉県まちづくり公社 公園緑地部 

幕張海浜公園管理事務所長）  
大会実行委員長     大塚 友一 
競技責任者       吉村 年史 
運営責任者       奥田 健史 
地図作成者       田中 徹 
コース設定者      櫻本 信一郎（３月１日スプリントＯ） 
            石澤 俊崇 （３月２日スプリントＯ） 
            吉村 年史 （３月２日トレイルＯ） 
大会コントローラ    [スプリントＯ]藤井 範久（茨城県オリエンテーリング協会） 
            [トレイルＯ] 荒井 正敏（多摩ＯＬ） 
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2. 大会全般について 
 
2.1 全体の流れ 
 
３月１日（土）：幕張海浜公園（スプリントＯ・初心者講習＆ミニ競技・キッズＯ） 
  

 スプリントＯ 初心者講習＆ミニ競技 キッズＯ 
7:00 荒天時の大会開催/中止の決定 
10:00 大会会場開場 
10:00  当日受付開始  
11:30  当日受付終了 

初心者教室開始 
 

12:30 当日受付開始 初心者教室終了 
順次ミニ競技会開始 

 

13:00   受付・スタート開始 
13:30 スタート開始   
14:00 当日受付終了 ミニ競技会終了  
15:00 スタート閉鎖  受付終了 
15:30   フィニッシュ閉鎖 
16:00 フィニッシュ閉鎖   

 
３月２日（日）：佐倉草ぶえの丘（スプリントＯ・トレイルＯ・キッズＯ） 
 
 スプリントＯ トレイルＯ キッズＯ 
7:00 荒天時の大会開催/中止の決定 
9:00 駐車場・大会会場開場 
10:00 当日受付開始 

スタート開始 
  

11:00 当日受付終了   
11:40 スタート閉鎖   
12:30  受付開始  
12:40 フィニッシュ閉鎖   
13:00  スタート開始 受付・スタート開始 
14:00  受付終了  
15:00   受付終了 
15:30  スタート閉鎖 フィニッシュ閉鎖 
16:30  フィニッシュ閉鎖  

 
※表彰式は、対象者が確定次第、随時行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

2.2 大会全般の注意事項 
 
・競技中に、公園利用者との接触事故を起こさないよう、十分注意して競技して下さい。 
 
・大会参加者の会場/テレイン内での火気の使用ならびに喫煙を禁止します。 
 
・ゴミは全て自宅まで持ち帰り願います（テレイン内/駅等へ捨てないこと。）。 
 
・緊急の事態に備え、健康保険証またはそのコピーをご持参ください。 
 
・気象警報の発令等、主催者が参加者の安全を確保できないと判断した場合、開催を 
中止します。 

  (大会決行が危ぶまれる場合(天候不順等)の問い合わせ先等については｢3. 大会の開催･中止について｣を
参照ください) 

・競技参加による、損害、損失等は全て参加者自身の責任となります。 
 
・一部の競技において、タイムスケジュールが要項掲載のものから変更になっています。本プログラムを確
認の上、ご参加ください。 

 
・本プログラム発行以降の更新情報については、大会公式ページに掲載します。また、大会当日には大会公
式掲示板に掲示します。 

 
大会公式ページ  

http://www.keiyo-ol-club.com/event_info/28th/index.htm  
 
大会公式ページ(携帯電話用・大会開催/中止の情報のみ（下記参照）) 

http://www.keiyo-ol-club.com/i/index.htm 
 

・問合せ先： 
電子メール      keiyo_28th@yahoo.co.jp 
電話      090-1662-0699  (3/1・2  7:00-16:00 のみ) 

 
 
3. 大会の開催･中止について 
 
・荒天時(気象警報発令時など)は大会開催を中止します。 
 
・３月１日・３月２日とも大会当日 7:00 に大会の開催/中止を決定し、大会公式ページに掲載します。 
 
・大会中止の際も、参加費等の返却は行いません。 
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4. 会場まで 
 
4.1 大会会場および大会会場までの交通 
 
4.1.1 ３月１日（土）：幕張海浜公園（スプリントＯ・初心者講習＆ミニ競技・キッズＯ） 
 
会場 千葉県立幕張海浜公園 （住所 〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野） 

Ｂブロック「大芝生広場」（花時計付近）（8ページの案内図をご参照ください。） 
 

・青空会場です。主催者側で荷物置き場用にビニールシートを用意します。 
・各自で持参したビニールシートを敷くことも可能です。 
・主催者側で女子の更衣用にテントを用意します。 
・雨天時の荷物保管用に主催者側で小さなテントを用意します。 
 

4.1.1.1 公共交通機関 
 JR 京葉線「海浜幕張」駅より徒歩 5分（テープ誘導なし） 
※JR 海浜幕張駅までは JR 東京駅より京葉線・快速で約 30 分（快速は 1時間に約 4本） 
 
4.1.1.2 自動車 
東関東自動車道・湾岸習志野 IC より 10 分、湾岸千葉 IC より 5分 
（東京方面からは湾岸習志野 IC、成田方面からは湾岸千葉 IC のみ利用可能） 
※会場周辺には多数の有料駐車場があり、どの駐車場を利用していただいても結構ですが、千葉マリンスタ
ジアム東側の D駐車場（600 円／8時間）の利用をお勧めします。 

 
 
4.1.2 ３月２日（日）：佐倉草ぶえの丘（スプリントＯ・トレイルＯ・キッズＯ） 
 
会場 佐倉草ぶえの丘 （住所 〒285-0003 千葉県佐倉市飯野 820） 

体育館（8ページの案内図をご参照ください。） 
 
・「佐倉草ぶえの丘」は 9:00 に開場します。 
・「佐倉草ぶえの丘」への入場には入園料が必要ですが、事前申込によるスプリントＯ参加の場合は参加費
に入園料が含まれていますので、改めて入園料の支払いは不要です。「佐倉草ぶえの丘」に隣接する駐車
場の入口でスプリントＯ参加者にはナンバーカードを配布しますので、ナンバーカードを「佐倉草ぶえの
丘」入口で提示して入園してください。 

・トレイルＯのみ参加の場合は、各自で入園料（高校生以上 400 円、小・中学生 300 円、3歳以上の幼児 150
円）をお支払いください。 

 
4.1.2.1 公共交通機関 
京成電鉄「京成佐倉」駅北口より 
① 徒歩 45 分（約 3.5km） 
② 佐倉市循環バス・内郷地区循環ルート右回り 11 分（100 円）「草ぶえの丘」下車すぐ 
③ 佐倉市循環バス・内郷地区循環ルート左回り 20 分（100 円）「草ぶえの丘」下車すぐ 
④ 佐倉市循環バス・飯野往復ルート 6分（100 円）「飯野観音」下車徒歩 20 分（約 1.5km） 
⑤ 都市交通タクシー（路線バス）「小林駅行」または「印旛日本医大前行」約 3分（300 円） 
「白翠園前」下車徒歩 15 分（約 1.3km） 

（①～⑤全てテープ誘導なし） 
※②、③はマイクロバスでの運行です。佐倉市による運行のため増便措置等は出来ませんでした。大変申し
訳ありませんが、地元の方を優先し、譲り合って利用していただくようお願いします。 

※京成佐倉駅までは京成上野駅より京成本線・特急で約 55 分（特急は 1時間に約 3本、特急料金不要） 
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 路線バス時刻表 
ルート  ⑤ ④ ⑤ ③ ⑤ ② ⑤ ⑤ ④ ⑤ 

京成佐倉駅北口 8:33 8:35 8:54 9:25 9:48 10:15 10:18 10:42 11:05 11:36

白翠園前 8:36 -- 8:57 -- 9:51 -- 10:21 10:45 -- 11:39

飯野観音 -- 8:41 -- -- -- -- -- -- 11:11 --

草ぶえの丘 -- -- -- 9:45 -- 10:26 -- -- -- --

 
ルート  ③ ⑤ ⑤ ④ 

京成佐倉駅北口 11:45 12:58 13:25 13:45

白翠園前 -- 13:01 13:28 --

飯野観音 -- -- -- 13:51

草ぶえの丘 12:05 -- -- --

 
4.1.2.2 自動車   
東関東自動車道・佐倉 IC より 25 分、駐車場は会場に隣接しています。 
 
4.1.3 両日共通注意事項 
・会場に隣接して公衆トイレがあります（男女別）。水道が使えますが、シューズや足を洗わないで下さい。 
・運営者にて用意したテント以外のテント・タープの設営は禁止されていますので、ご遠慮く
ださい。 
・大会会場内を含め、大会参加者はテレイン内で全面的に禁煙とします。 
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4.2 会場までの案内図 
 
３月１日（土）：幕張海浜公園（スプリントＯ・初心者講習＆ミニ競技・キッズＯ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３月２日（日）：佐倉草ぶえの丘（スプリントＯ・トレイルＯ・キッズＯ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

集合場所 
 花時計周辺 
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5. スプリント・オリエンテーリング 
 
大会会場に大会公式掲示板を設けます。プログラムへの修正･追加情報を掲示しますので、必ずご覧ください。
なお、（社）日本オリエンテーリング協会制定の｢日本オリエンテーリング競技規則(2007 年版)に則り運営し
ますが、下記の不適用条項があります。 
 

- コントロール識別番号札の数字の大きさ  規程の大きさに達していません。詳しくは、会 
場に設置する見本にて確認ください。 

 
３月２日は、JOA 公認大会カテゴリ S（当日申込クラスを除く）ならびに日本スプリントランキング指定レー
ス（M21A、M35A、W21A クラスのみ）です。 
 
5.1 受付 
 
5.1.1 事前申込者 
・事前申込者は、会場内にて、下記配布物をお取りください。 

- e-card（レンタル申込者のみ） 
- e-card 用バックアップラベル 
- コントロール位置説明 

・3月 2日(日)の会場である「佐倉草ぶえの丘」への入場には入園料が必要ですが、事前申込によるスプリ
ントＯ参加の場合は参加費に入園料が含まれていますので、改めて入園料の支払いは不要です。「佐倉草
ぶえの丘」に隣接する駐車場の入口でスプリントＯ参加者にはナンバーカードを配布しますので、ナンバ
ーカードを「佐倉草ぶえの丘」入口で提示して入園してください。（安全ピンは各自でお持ちください。） 
・個人所有のＥカード（マイカード）を持参し忘れた場合は、本部にお越しください。手数料 200 円にてレ
ンタルします。 

・参加費に過不足があった方については、公式掲示板で該当者を掲示いたします。参加費の精算をいたしま
すので、競技出場前に本部までお越しください。 

 
5.1.2 当日申込者 
３月１日（土）：幕張海浜公園 
・当日申込の受付時刻は 12:30～14:00 です。 
・参加費は以下の通りです。（クラスは「5.4.3 クラス・コース」を参照してください） 

OA クラス（距離 2.6Km 登距離 15m） 1500 円（学生・高校生以下 1000 円） 
OB,ON,OG クラス（距離 1.8Km 登距離 10m）  500 円 

 （参加費には e-card のレンタル費が含まれています） 
３月２日（日）：佐倉草ぶえの丘 
・当日申込の受付時刻は 10:00～11:00 です。 
・参加費は以下の通りです。（クラスは「5.4.3 クラス・コース」を参照してください） 

OA クラス（距離 2.0Km 登距離 20m） 2000 円（学生・高校生以下 1500 円） 
OB,ON,OG クラス（距離 1.4Km 登距離 5m）  500 円 

 （参加費には「佐倉草ぶえの丘」入園料、e-card のレンタル費が含まれています） 
・「佐倉草ぶえの丘」入口でナンバーカードを受取り、園内にお入りください。 
両日共通 
・本部にて参加申込書と誓約書に記入の上、参加費とともに申し込んでください。 
・各クラスには定員を設けていますので、希望のクラスに出走できない場合もあります。 
・当日申込者は表彰の対象にはなりません。 
・当日申込の場合、個人所有のＥカード（マイカード）は使用できません。 
・受付時に、下記配布物をお取りください。 

- e-card      1 枚 
- e-card 用バックアップラベル      1 枚 
- コントロール位置説明   1 枚 
 

5.1.3 出場登録変更 
・本大会では、申込者の代理での出場（いわゆる「代走」）は認めません。 
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5.1.4 コンパスの貸し出し 
・コンパスの貸し出しを行います。希望者は本部に申し出てください。（貸し出し数には限りがあります） 
・貸し出し時に保証金（2,000 円）をお預かりします。保証金はコンパス返却時に返金いたします。 
破損や紛失などがありましたら、保証金は返却いたしません。 
・借り出したコンパスは、フィニッシュ後に本部へ返却してください。 
 
5.2 スタートまで 
３月１日（土）：幕張海浜公園 
 ・赤色テープによる誘導約 1100ｍ、徒歩約１５分です（全クラス共通）。 
・ウォームアップエリアは、会場とスタート地区の間の誘導区間とします。 
３月２日（日）：佐倉草ぶえの丘 
 ・赤色テープによる誘導約 200ｍ、徒歩約３分です（全クラス共通）。 
・ウォームアップエリアは、会場とスタート地区の間の誘導区間とします。 
 
5.3 スタート 
３月１日（土）：幕張海浜公園 
・e-card がない方は出走できません。 
・スタートの閉鎖時刻は 15:00 を予定しています。 
３月２日（日）：佐倉草ぶえの丘 
・e-card、ナンバーカード（安全ピンは各自でお持ちください）がない方は出走できません。 
・スタートの閉鎖時刻は 11:40 を予定しています。 
 
5.3.1 スタート地区レイアウト 

 
・スタート地区の時計は現在時刻を表示しています。 

 
5.3.2 スタート方法 
・スタートレーンはスタート地区でご確認ください。 
・スタート 3 分前になったら、アクティベートユニット付近にいる役員より e-card の確認を受け、e-card
を所定のユニットにはめ、アクティベートを行って自分のレーンに入ってください。 

・アクティベートではユニットのランプが点滅することを確認してください。点滅しない場合は役員に申し
出てください。e-card を再発行します。 
・1分毎に枠を 1つずつ進んでください。 
・スタート 1分前になりましたら、枠を出て役員に e-card を提示し、確認を受けてください。 
・スタート 5 秒前のブザーが鳴りましたら、e-card をユニットにセットしてください。スタートの合図と

１分前（枠なし）

２分前

３分前

コース１コース２コース３

会場より（赤色テープ誘導）

スタートフラッグへ（赤白色テープ誘導）

スタートユニット

アクティベート 
ユニット 時計・スタートリスト

コース１ 
M21A
M35A
W21A 

コース２

M18A

M50A 
M65A

W35A
W50A
W15A
OA 

コース３
M12
W12
B 
N
G

OB
ON 
OG

遅 

刻 

枠 
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同時に e-card をユニットから離し、目の前に置いてある地図を取ってスタートしてください。 
・スタート枠からスタートフラッグまで赤白色テープ誘導です。 
・遅刻者は役員の指示に従い遅刻枠に入ってください。正規のスタート選手に影響を与える恐れがある場合
は、すぐにスタートできないこともあります。遅刻の場合、所要時間はあらかじめ指定されたスタート時
刻からスタートしたものとして計算されます。 
 
5.4 競技 
 
5.4.1 地図 
３月１日（土）：幕張海浜公園 

『幕張海浜公園』 JSSOM2007準拠 （2008年修正） 縮尺 １：５，０００ 等高線間隔 ２ｍ B４版横※ 

走行度４段階表示＋通過禁止の植生 プリンタ出力 ポリ袋封入加工済み 

※）地図紙サイズB４版はJSSOMから逸脱しています。 

３月２日（日）：佐倉草ぶえの丘 
（スプリント競技） 

『佐倉土浮（さくらつちうき）』 JSSOM2007準拠 （2008年作成） 縮尺 １：５，０００ 等高線間隔 ２ｍ A４版横 

走行度４段階表示＋通過禁止の植生 プリンタ出力 ポリ袋封入加工済み 

（トレイル競技） 

『佐倉土浮（さくらつちうき）』 JSSOM2007準拠 （2008年作成） 縮尺 １：５，０００ 等高線間隔 ２ｍ A４版横 

透視可能度３段階表示 プリンタ出力 ポリ袋封入加工済み 

両日共通  
・本大会で用いる特殊記号は下記の通りです。(地図記号の凡例は特殊記号のみ印刷されています) 

- 水呑場等の水系人工特徴物：×(青) 
- 切り株・倒木：×(緑) 

・大会当日、会場内に掲示してある地図見本(コース部分を除く)で確認ください。 
・旧マップは会場地区に掲示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JSSOM2007 について 
 
JSSOM(日本スプリント・オリエンテーリング地図図式規程)2007 は、IOF(国際オリエンテーリング連盟)
が定めたスプリント競技用の地図図式(ISSOM2005)を基盤に、JOA(日本オリエンテーリング協会)が制定し
た日本の新しいスプリント競技用地図の図式です。これまでフットオリエンテーリングの地図図式として
なじんできた ISOM とは色の区分などで基本的に変わりはありません。しかし、スプリント競技の特性(高
速、短時間、複合的なテレインなど)に対応するため以下の点で特徴があります(抜粋)。 
 
1.黒の太線で表わされた特徴物(がけ、柵)は通過禁止です。 
2.これまでの ISOM で通過不能とされた特徴物(建物、河川、湖・池、黄緑色で表わされた私有地)など
は、通過禁止となります。 
3.通行可能度が５段階となり、濃い緑色で表わされる植生は、通過禁止となります。  
4.これらの通過禁止の特徴物を通過した場合、競技者は失格となります。 
5.道は基本的に実幅で表わされます。通過可能な水面の記号が増えました。 

 
新しい規則を十分にご理解いただき、競技の公正さ、テレインの適正な使用、地権者への配慮をして、永
続的なオリエンテーリングの発展にご協力ください。 
 
JSSOM2007 の全文については下記のＵＲＬを参照ください。 

 
http://www.orienteering.or.jp/newbb+download.url+jo_JSSOM_%B5%AC%C4%F8__1147736045000.pdf 
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5.4.1.1 コントロール位置説明 
 ・コントロール位置説明は International Specification for Control Descriptions 2004 に従って表記
します。 

 ・Nクラスの位置説明には、日本語表記を併記します。 
 
5.4.2 テレイン 
３月１日（土）：幕張海浜公園 

東京湾に面する都市公園であり、西部には千葉マリンスタジアムがある。西部は遊歩道のネットワークと人工丘

陵、さらに人工海浜で構成される。中北部は人工丘陵と植林された人工林、芝生広場、遊具などがあり、歩道は複

雑である。テレイン全体にわたりツツジなどの植込みが多く、ナビゲーションに影響が考えられる。公園はいくつか

のブロックに別れているが、その間は歩道橋や通路で結ばれている。これらはスプリント競技では、横断部分として

表示されている。競技者は必ずその部分を通過しなければならない。公園内には多数の来園者が想定される。競

技にあたり接触、衝突などの事故が起こらないよう細心の注意を払うこと。 

３月２日（日）：佐倉草ぶえの丘 
印旛沼に張り出した洪積台地上の平地林と、沖積平野に向かう急斜面で構成されている。最大の比高は２０ｍ

程度である。大部分は佐倉市民の森として整備された走行度の非常に優れたテレインで、植生はスギ・ヒノキの植

林、カシなどの広葉樹林で構成されるが、クリアリングの多い区域がある。地境を示す樹列は植生界で示す。目立

つ木は概ね胸高直径６０cm以上のものを記載した。スプリント競技ではコース設定上、一部は走行度の劣る区域を

通過する可能性があるので競技の服装は長袖、長ズボンを推奨する。トレイルOについては非舗装の遊歩道を使

用する。透視可能度は概ね良好である。コースの標高差はほとんどない。 

 
5.4.3 クラス・コース 
   3/1(土） 3/2(日） 

   幕張海浜公園 佐倉草ぶえの丘 

コース クラス 年齢制限 距離 登距離 優勝設定時間 距離 登距離 優勝設定時間

1 M21A 制限なし 3.0km 20m 12 分 2.3km 20m 12 分 

 M35A 35 歳～   13 分   13 分 

 W21A 制限なし   15 分   15 分 

2 M65A 65 歳～ 2.6km 15m 15 分 2.0km 20m 15 分 

 M50A 50 歳～   12 分   12 分 

 M18A 16～18 歳   12 分   エントリーなし

 M15A 13～15 歳   15 分   15 分 

 W35A 35 歳～   15 分   15 分 

 W50A 50 歳～   18 分   18 分 

 W15A 13～15 歳   20 分   20 分 

 OA 当日クラス   －   － 

3 M12 ～12 歳 1.8km 10m － 1.4km 5m － 

 W12 ～12 歳   －   － 

 B 制限なし   －   エントリーなし

 N 制限なし   －   エントリーなし

 G 制限なし   エントリーなし   － 

 OB 当日クラス   －   － 

 ON 当日クラス   －   － 

 OG 当日クラス   －   － 

※ W18A については、エントリーがありませんでした。 
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5.4.4 パンチ 
・コントロールは、1番から順番に回ってください。 
・コントロールに着いたら e-card をコントロールの e-card ユニットにはめ込んでパンチをしてください。 

  ※誤ってパンチしてしまった場合は、その後に正しいコントロールでパンチすれば問題ありません。コン
トロールを飛ばした場合は飛ばしたコントロールから順にパンチしてください。 

・e-card ならびにバックアップラベルへの書き込み・加工は禁止します。 
 
5.4.5 競技に関する注意事項 
・競技中の安全を確保できないような服装での出走は認められません。 
・金属スパイクなど、接地面に金属が露出したシューズの使用を禁止します。 
・公園内には、競技時間帯には公園利用者が多数いることが想定されます。公園利用者と
の接触事故を起こさないようにご注意ください。公園内でのオリエンテーリングにおい
て一般利用者･観客との接触事故を避けることは、競技者の義務です。 
・花壇は、立ち入り禁止です。（地図上に表記されていない花壇も含む） 
 
5.4.6 競技時間 
・競技時間は 1時間です。これを越えた選手は失格となります。 
 
5.4.7 給水所、救護所 
・給水所は設けません。 
・救護所はフィニッシュ地区に設けます。 
 
5.5 フィニッシュ 
 
5.5.1 フィニッシュ 
・最終コントロールからフィニッシュまで、テープ誘導はありません。 
・パンチングフィニッシュです。計時線上にあるパンチングフィニッシュ用ユニットに e-card をはめ込ん
でください。この時刻がフィニッシュ時刻となります。 

・パンチング用ユニットは 2個用意します。どちらのユニットを使用しても構いません。 
・e-card は役員の指示に従って提出してください。 
・地図回収を行いません。まだスタートしていない選手に見せないように、各自責任を持って保管してくだ
さい。 
・フィニッシュでの調査依頼等は受け付けません。大会本部に申し出てください。 

 
5.5.2 フィニッシュ閉鎖 
３月１日（土）：幕張海浜公園 

・フィニッシュ閉鎖時刻は、16:00 です。 
３月２日（日）：佐倉草ぶえの丘 

・フィニッシュ閉鎖時刻は、12:40 です。 
両日共通  

・競技途中であっても、フィニッシュ閉鎖時刻までにフィニッシュを通過してください。 
・競技を途中で棄権する場合でも、必ずフィニッシュに e-card を提出してください。 
（e-card 提出が不可能な場合でも、何らかの方法で役員に連絡してください） 

 
5.6 フィニッシュ後 
・3月 1日のフィニッシュは会場に隣接して設けます。 
・3月 2日にフィニッシュから会場へは、黄色テープによる誘導約 400ｍ、徒歩５分です。 「佐倉草ぶえの
丘」に入る時にナンバーカードを提示してください。 

 
5.6.1 速報 
・成績速報の掲示を行います。掲示場所は会場に設けます。 
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5.6.2 コンパスの返却 
・借りたコンパスは、本部へ返却してください。 
 
5.6.3 苦情･調査依頼 
・苦情･調査依頼などがある場合は、本部にて所定の用紙に記入の上、提出してください。苦情･調査依頼に
対する大会主催者の回答は、大会公式掲示板に掲示します。 
 
5.6.4 提訴 
・苦情･調査依頼に対する大会主催者の回答を承諾できない場合、提訴することができます。提訴は、本部
にて所定の用紙に記入･提出することにより行います。提訴は調査依頼に対する回答が通知されてから 1
時間以内に提出してください。提訴に対する裁定委員の判断の結果は、大会公式掲示板に掲示します。 

 
5.6.5 裁定委員 
・本大会の裁定委員は、大会当日に公式掲示板に掲示します。 
 
5.6.6 成績表 
・公式の成績は、後日、大会公式ページに掲載しますので、そちらを参照ください。 
(紙版成績表（600 円。郵送料込み）の郵送を希望する場合、本部にて申し込んでください。) 

 
5.6.7 表彰式 
・事前申込者を対象として、1日ごとの表彰および 2日間総合表彰を実施いたします。 
・各クラス上位 3位まで表彰します。 
・クラスごとに成績が確定次第、表彰式を行います。 
・表彰式は会場の近辺で行い、表彰状を授与します。 
・雨天時等、あるいは大会の進行状況によっては、表彰式を取りやめる場合もあります。この場合、表彰状
は後日郵送します。 

 
5.6.8 地図の販売 
３月１日（土）：幕張海浜公園 
・大会で使用した地図（コース図）を、15:00 より本部にて販売します。 
（1枚 200 円です。販売用地図は数に限りがあります。なお白地図の販売は行ないません。） 

３月２日（日）：佐倉草ぶえの丘 
・大会で使用した地図（コース図）を、11:40 より本部にて販売します。 
（1枚 200 円です。販売用地図は数に限りがあります。なお白地図の販売は行ないません。） 

 
5.6.9 観戦 
・競技が終了した方は、フィニッシュ地区で他の選手を観戦･応援することができます。スタートしていな
い選手に地図を見せないように、くれぐれもご注意ください。 

 
 
 

6. 初心者講習＆ミニ競技 ３月１日（土）：海浜幕張公園 
 
・受付時刻は 10:00 ～11:30 です。 
・事前申込者は、本部にてコントロールカードをお受取り下さい。 
・当日申込者は、申込書に必要事項を記入したうえで、参加費を添えて本部へ提出し、コントロールカード
を受け取り下さい。 

・当日申込の参加費は 500 円です。 
・初心者教室は、11:30 より開始する予定です。 
・初心者教室終了後、順次、ミニ競技会に参加していただきます。 
・表彰は上位 3位まで行います。 
・表彰式は会場の近辺で行い、表彰状及び賞品を授与します。 
 
 
 



15 

7. トレイル･オリエンテーリング ３月２日(日):佐倉草ぶえの丘 
・大会会場に大会公式掲示板を設けます。プログラムへの修正･追加情報を掲示しますので、必ずご覧くだ
さい。 

 
7.1 受付 
 
7.1.1 事前申込者 
・事前申込者はトレイル・オリエンテーリング受付（「佐倉草ぶえの丘」体育館）にて、コントロールカー
ドをお取りください。 
※コントロールカードはフィニッシュ提出用と競技者控え用の 2枚 1組になっています 

・車椅子など移動障害を持つ競技者には、希望があれば主催者側で競技者一人に介助者（エスコート）を
配員しますので、お申し出ください。 

・トレイルＯのみ参加の方は、各自で「佐倉草ぶえの丘」入園料をお支払いの上、会場へお越しください。 
 
7.1.2 当日申込者 
・当日申込の受付時刻は 12:30～14:00 です。 
・トレイルＯのみ参加の方は、各自で「佐倉草ぶえの丘」入園料をお支払いの上、会場へお越しください。 
・受付にて参加申込書と誓約書に記入の上、参加費とともに申し込んでください。 パラリンピッククラス
（Ｐクラス）に出場される方は、受付時に申し出てください。 

・参加費は以下の通りです。 
   TA クラス： 1500 円（学生・高校生以下 1000 円） 
   TN クラス：  500 円 

・各クラスには定員を設けていますので、希望のクラスに出場できない場合もあります。 
・当日申込者も正規の表彰対象となります。 
・受付時に、コントロールカードをお取りください。 
※コントロールカードはフィニッシュ提出用と競技者控え用の２枚１組になっています 

・車椅子など移動障害を持つ競技者には、希望があれば主催者側で競技者一人に介助者（エスコート）を
配員しますので、お申し出ください。 

 
7.2 クラス 
・クラスは下記の 2つです。 

TA クラス：経験者向け。第 4 回全日本トレイル O 選手権大会選手権クラス・第 5 回世界トレイル O 選
手権大会選考対象クラス。 

TN クラス：初心者向け。複数名での同時スタート可能。 
 

7.3 スタート 
・コントロールカードの 2枚ともに氏名・クラスを記入し、スタートの準備が整いましたら、スタート地区
へお越しください。（会場から黄色テープによる誘導約 400ｍ、徒歩５分） 

・13:00 以降、2分間隔でスタートしていただきます。スタートは 15:30 に閉鎖します。 
 
7.4 競技 
 
7.4.1 地図 
・スプリント・オリエンテーリングと同じ規定による地図を使用します。 
・縮尺 1:5000、等高線間隔 2m、透視可能度 3段階表示です。（一部記号をトレイル用に変換済） 
・「目立つ木」は概ね胸高直径６０cm 以上のものを記載しています。その他の詳細は「5.4.1 地図」を参
照してください。 

 
7.4.2 コントロール位置説明 
・TA クラスは IOF 記号を使用します。TN クラスは日本語を併記します。 
・DP(デシジョン･ポイント)を発見するには、コントロール位置説明表 H 欄(右端の欄)の矢印を手掛かりに
してください。なお、ルート･チョイスに迷うことのない場合は、コントロール位置説明表 H 欄に矢印は
表示しません。 
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7.4.3 テレイン 
・「5.4.2 テレイン」を参照してください。 

 
7.4.4 コース 
・コース距離は下記の通りです。 
  TA クラス 2.0km  TN クラス 1.8km 
 
7.4.5 パンチ 
・コントロールは、1番から順番に回ってください。 
・コントロール通過は、パンチにて行ってください。 
・コントロールカードは 2枚 1組になっていますので、2枚重ねてパンチしてください。 
・正解には 1ポイントの得点を与えます。 
・1つのコントロールについて、該当する「行」内に複数のパンチが確認された場合、およびパンチのない
場合は、不正解となります。 

・TA クラスでは「正解なし」のコントロールがある可能性があります。その場合、「正解なし（Z）」の欄に
パンチしてください。TNクラスでは「正解なし」のコントロールはありません。 
 
7.4.6 タイム・コントロール 
・TA クラスには、タイム・コントロールがあります。タイム･コントロール待機所に到着したら、係員の指
示に従ってください。なお、待機時間ならびにタイム･コントロールに要する時間は、競技の制限時間に
は含めません。 

・回答制限時間は最大 60 秒です。 
・60 秒以内の正解には 1ポイントの得点を与えます。 
・正解でない場合には得点は与えず、ペナルティとして回答所要時間に 60 秒を加算します。 
 
7.4.7 競技に関する注意事項 
・道を外れてコントロールに近づいてはいけません。 
・立入禁止の道は地図上に縦ハッチで表示します。進入してはいけません。また、現地に｢立入禁止｣の表示
がある道にも、進入してはいけません。厳守してください。 
・非舗装の遊歩道を通行します。降雨時、降雨直後は普段着・靴での出場はお勧めしません。 
・その他「5.4.5 競技に関する注意事項」も参照してください。 
 
7.4.8 制限時間 
・制限時間は 90 分（Ｐクラスは 120 分）です。制限時間を超えると 5分毎に 1点減点となります。 
（スタート時刻がフィニッシュ閉鎖時刻の 90 分前以降（P クラスは 120 分前以降）になることもあります
が、その場合はスタート時刻の 90 分後（P クラスは 120 分後）でなく、フィニッシュ閉鎖時刻までに、
フィニッシュしてください。） 

 
7.5 フィニッシュ 
 
7.5.1 フィニッシュ 
・コントロールカードをフィニッシュ係に提出してください。競技者控え用はその場で返却します。 
・地図は回収しません。 
・フィニッシュから会場まではテープ誘導に従って戻ってください。 
・正解表を 15:30 以降に本部で配布します。後日、大会ホームページにも掲載します。 
・地図・コントロールカードは、まだスタートしていない選手に見せないようにしてください。 

 
7.5.2 フィニッシュ閉鎖 
 ・フィニッシュは 16:30 に閉鎖します。 
・競技途中であっても、フィニッシュ閉鎖時刻までにフィニッシュを通過してください。 
・競技を途中で棄権する場合でも、必ずフィニッシュにコントロールカードを提出してく
ださい。 
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7.6 フィニッシュ後 
 
7.6.1 速報 
・成績速報は会場に掲示します。 
 
7.6.2 苦情･調査依頼 
・苦情･調査依頼などがある場合は、本部にて所定の用紙に記入の上、提出してください。苦情･調査依頼に
対する大会主催者の回答は、大会公式掲示板に掲示します。 
 
7.6.3 提訴 
・苦情･調査依頼に対する大会主催者の回答を承諾できない場合、提訴することができます。提訴は、本部
にて所定の用紙に記入･提出することにより行います。提訴は調査依頼に対する回答が通知されてから 1
時間以内に提出してください。提訴に対する裁定委員の判断の結果は、大会公式掲示板に掲示します。 

 
7.6.4 裁定委員 
・本大会の裁定委員は、大会当日に公式掲示板に掲示します。 
 
7.6.5 成績表 
・成績表は、後日、大会公式ホームページに掲載します。 
・紙版成績表（スプリントと同一。600 円。郵送料込み。）の郵送を希望する場合、本部にて申し込んでく
ださい。 

 
7.6.6 表彰 
・各クラス上位 3位まで表彰します。 
・クラスごとに成績が確定次第、表彰式を行います。 
・雨天時等、あるいは大会の進行状況によっては、表彰式を取りやめる場合もあります。 
 
 
 
8. キッズ･オリエンテーリング 
 
３月１日（土）：幕張海浜公園 
・受付時刻は 13:00～15:00 です。 
・15:30 までにフィニッシュしてください。 
・地図：「まくはりかいひんこうえん」 縮尺 1:3,000 等高線間隔 2m 
３月２日（日）：佐倉草ぶえの丘 
・受付時刻は 13:00～15:00 です。 
・15:30 までにフィニッシュしてください。 
・地図：「さくらつちうき」 縮尺 1:3,000 等高線間隔 2m 
両日共通 
・お子様のためのオリエンテーリングコースです。 
・誘導テープ(ストリング)をたどれるお子様なら、お 1人で参加可能です。また、保護者の方の同伴も可能
です。 
・参加費無料です。参加申込みは、キッズ･オリエンテーリング受付までお越しください。 
・誘導テープはピンク色です。コントロールにはコントロールごとに異なるシールやクレヨンやパンチがつ
り下げられています。それをチェックカードの指定の欄に貼ったり、印をつけたりしてください。 
・お子様向けに参加賞を用意していますので、フィニッシュでお受け取りください。 
・キッズ･オリエンテーリングでは、服装に対する注意は特にありません。 
・キッズ･オリエンテーリングの詳細については、当日に会場にて案内します。 
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スタートリスト 
 
時刻  氏名     所属      カード No 
 
3 月 1 日 スプリント・オリエンテーリング 
 
M21A 

13:30 多田 宗弘 多摩 OL 404022

13:31 山本 真司 ES 関東 C 488193

13:32 兼田 僚太郎 Team 白樺 レンタル 

13:33 土井 聡 ES 関東 C レンタル 

13:34 伊藤 将宏 東工大ＯＴＬ 82545

13:35 栗原 友和  レンタル 

13:36 大久保 裕介 ES 関東 C レンタル 

13:37 山崎 貴幸 川越 OLC レンタル 

13:38 山口 大助 ＥＳ関東Ｃ 483370

13:39 鈴木 智人 日本ＳＧＩ 79419

13:40 西田 陽一 ドーコンＪＣ レンタル 

13:41 鈴木 陽介 三河 OLC 92756

13:42 佐々木 良宜 ときわ走林会 407524

13:43 国沢 五月 トータス レンタル 

13:44 野本 圭介 麻布学園 501001

13:45 紺野 俊介 横浜 OL クラブ 402170

13:46 小暮 喜代志 ES 関東 C 76925

13:47 青柳 隆幸 サン・スーシ 92755

13:48 尾崎 弘和 麻布学園 408441

13:49 森田 昌樹  レンタル 

13:50 太田 康博 サマンサ学院大学 92713

13:51 増本 渉 麦チョコズ レンタル 

13:52 降旗 健 杏友会 レンタル 

13:53 高田 弘樹 東北大学オリエン部 404085

 
M35A 

13:58 谷垣 宣孝 OLP 兵庫 406151

13:59 小林 岳人 ES 関東 C 400816

14:00 城森 博幸 ＯＬＰ兵庫 407533

14:01 木村 治雄 入間市 OLC レンタル 

14:02 田代 雅之  405664

14:03 荒井 正敏 多摩 OL 302952

14:04 中村 威 ＷＩＮＤＳ レンタル 

14:05 遠藤 光歩 東京 OL クラブ 404236

14:06 寺嶋 一樹 ES 関東 C 408422

14:07 小泉 辰喜 東京 OL クラブ 405601

14:08 広江 淳良 ES 関東 C 483415

14:09 井口 良範 高崎 OLC レンタル 

14:10 町井 稔  483414

14:11 藤生 考志 東京ＯＬクラブ 401576

14:12 松橋 徳敏 つるまい OLC 408430

14:13 杉本 光正 ES 関東 C 483406

14:14 齋藤 英之 川越 OLC レンタル 

14:15 齋藤 貴之 ときわ走林会 401562

14:16 岡本 隆之 OLP 兵庫 406114

14:17 大林 俊彦 大阪ＯＬＣ 63958

14:18 小林 博文 日本旅行 122602

14:19 小林 重信 ときわ走林会 レンタル 

14:20 石川 昌 サン・スーシ 408428

14:21 藤島 英史 調布市 OL 協会 404549

 
M50A 

13:30 小林 二郎 愛知 OLC 404356

13:31 海老沢 正 東京ＯＬクラブ 479632

13:32 堀本 洋  レンタル 

13:33 久保井 輝政 サン・スーシ 404127

13:34 鈴木 榮一 千葉 OLK 483407

13:35 伊東 博司 広島 OLC 408423

13:36 有泉 幸彦 新宿 OLC レンタル 

13:37 大場 隆夫 サン・スーシ    478417

13:38 平 雅夫 多摩ＯＬ レンタル 

13:39 天明 英之 東京 OL クラブ 406113

13:40 明石 五郎 春日部 OLC 406431

13:41 野中 好夫 多摩 OL 488351

 
M65A 

13:53 金井 一 高崎 OLC 403562

13:54 山川 和章 春日部 OLC レンタル 

13:55 今留 康雄 北九州 OLC レンタル 

13:56 井上 稔雄 春日部 OLC 404230

13:57 高橋 厚 多摩 OL 483410

13:58 寺尾 孝 横浜ＯＬクラブ 128816

13:59 中山 勝 春日部 OLC 404171

14:00 石田 亘宏 愛知 OLC 401471

14:01 今井 信親 ワンダラーズ 479473

14:02 田中 博 入間市 OLC 401295

14:03 原野 幸男 所沢 OLC レンタル 

14:04 梅野 武康 東京ＯＬクラブ 76952

14:05 西岡 道夫 調布市 OL 協会 408429

 
M18A 

13:44 土取 佑輔 麻布学園 レンタル 

13:47 水野 元春 麻布学園 レンタル 

 
M15A 

13:50 遠藤 豪志 麻布学園 405354

 
M12 

13:30 宮本 樹 京葉 OL クラブ レンタル 

13:35 遠藤 崇志 東京 OL クラブ 403809

13:40 国沢 楽 トータス レンタル 

13:45 中村 優太郎 ＷＩＮＤＳ レンタル 

13:50 国沢 琉 トータス レンタル 

 
W21A 

14:26 横澤 夕香  レンタル 

14:27 渡辺 円香 ES 関東 C 77045

14:28 志村 直子 渋谷で走る会 63893

14:29 土井 美晴 ES 関東 C レンタル 
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14:30 加納 尚子  483354

14:31 山口 季見子 ES 関東 C 38807

14:32 増本 江美 麦チョコズ 487837

14:33 宮川 祐子 ES 関東 C 407246

14:34 長谷川 恵子 ES 関東 C 405255

14:35 皆川 美紀子 みちの会 66123

14:36 広江 望 ES 関東 C 404307

 
W35A 

14:08 国沢 こう子 トータス レンタル 

14:09 小林 正子 ES 関東 C 400817

14:10 齋藤 まどか 川越 OLC レンタル 

14:11 寺嶋 貴美江 ES 関東 C 408426

 
W50A 

14:14 大場 節子 サン・スーシ    488155

14:16 寺尾 美智子 横浜ＯＬクラブ 128815

14:18 山本 陽子 無所属 408454

14:20 石田 美代子 愛知 OLC 403659

14:22 堀本 睦  レンタル 

 
W15A 

14:25 宮川 早穂 ES 関東 C 403313

 
W12 

13:55 杉本 奈緒  レンタル 

14:00 小林 璃衣紗 ES 関東 C 401592

 
B 

14:05 杉本 健一郎  レンタル 

 
N 

14:10 西村 怜  レンタル 

14:15 奥田 由希子 千葉県浦安市 レンタル 

 
3 月 1 日 初心者講習＆ミニ競技 
 杉本 健一郎   

 杉本 育子   

 杉本 奈緒   

 杉本 佳奈   

 
 
3 月 2 日 スプリント・オリエンテーリング 
 
M21A 

10:00 高橋 善徳 みちの会 483352

10:01 中尾 吉男 東大 OLK 92732

10:02 西田 陽一 ドーコンＪＣ レンタル 

10:03 大久保 裕介 ES 関東 C レンタル 

10:04 紺野 俊介 横浜 OL クラブ 402170

10:05 山崎 貴幸 川越 OLC レンタル 

10:06 四俣 徹 東京 OL クラブ 76951

10:07 森田 昌樹  レンタル 

10:08 山口 大助 ＥＳ関東Ｃ 483370

10:09 佐々木 良宜 ときわ走林会 407524

10:10 太田 康博 サマンサ学院大学 92713

10:11 野本 圭介 麻布高校 501001

10:12 山口 尚宏 OLC ルーパー 77011

10:13 多田野 清人 ときわ走林会 82529

10:14 山本 真司 ES 関東 C 488193

10:15 降旗 健 杏友会 レンタル 

10:16 安藤 克美 山梨骨骨クラブ 92757

10:17 小泉 成行 ときわ走林会 401887

10:18 岡安 隆史 千葉 OLK レンタル 

10:19 栗原 友和  レンタル 

10:20 中村 匠吾 岩手大学 OLC レンタル 

10:21 兼田 僚太郎 Team 白樺 レンタル 

10:22 篠原 岳夫 渋谷で走る会 77032

10:23 国沢 五月 トータス レンタル 

10:24 鈴木 陽介 三河 OLC 92756

10:25 土井 聡 ES 関東 C レンタル 

10:26 高田 弘樹 東北大学オリエン部 404085

10:27 尾崎 弘和 麻布高校 408441

10:28 豊島 利男 早大ＯＣ寿会 レンタル 

10:29 鈴木 智人 日本ＳＧＩ 79419

 
M35A 

10:34 木村 治雄 入間市 OLC レンタル 

10:35 広江 淳良 ES 関東 C 483415

10:36 吉田 勉 みちの会 レンタル 

10:37 町井 稔  483414

10:38 小泉 辰喜 東京 OL クラブ 405601

10:39 天野 仁 横浜ＯＬクラブ レンタル 

10:40 中村 威 ＷＩＮＤＳ レンタル 

10:41 齋藤 貴之 ときわ走林会 401562

10:42 横溝 隆夫 早大ＯＣ寿会 レンタル 

10:43 大林 俊彦 大阪ＯＬＣ 63958

10:44 藤島 英史 調布市 OL 協会 404549

10:45 岡本 隆之 OLP 兵庫 406114

10:46 中里 元彦 お笑い OLC レンタル 

10:47 齋藤 英之 川越 OLC レンタル 

10:48 北畠 敏幸 多摩ＯＬ レンタル 

10:49 谷垣 宣孝 OLP 兵庫 406151

10:50 井口 良範 高崎 OLC レンタル 

10:51 小林 岳人 ES 関東 C 400816

10:52 城森 博幸 ＯＬＰ兵庫 407533

10:53 田代 雅之  405664

10:54 杉本 光正 ES 関東 C 483406

10:55 松橋 徳敏 つるまい OLC 408430

10:56 藤生 考志 東京ＯＬクラブ 401576

10:57 谷岡 幸治 大阪ＯＬＣ 405867

10:58 福田 雅秀 川越ＯＬＣ レンタル 

10:59 小林 重信 ときわ走林会 レンタル 

11:00 丸山 則和 みつけ OLC レンタル 

11:01 山内 亮太 横浜 OL クラブ 401631
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M50A 
10:00 伊藤 清 ワンダラーズ 488205

10:01 大場 隆夫 サン・スーシ    478417

10:02 鈴木 正夫 千葉ＯＬＫ 483383

10:03 海老沢 正 東京ＯＬクラブ 479632

10:04 鈴木 榮一 千葉 OLK 483407

10:05 鈴木 規弘 多摩 OL レンタル 

10:06 天明 英之 東京 OL クラブ 406113

10:07 平 雅夫 多摩ＯＬ レンタル 

10:08 久保井 輝政 サン・スーシ 404127

10:09 鈴木 恒久 多摩ＯＬ レンタル 

10:10 大塚 校市 千葉 OLK 483411

10:11 野中 好夫 多摩 OL 488351

10:12 有泉 幸彦 新宿 OLC レンタル 

10:13 小林 二郎 愛知 OLC 404356

10:14 堀本 洋  レンタル 

10:15 五十嵐 則仁 横浜 OL クラブ 403322

10:16 明石 五郎 春日部 OLC 406431

 
M65A 

10:26 西岡 道夫 調布市 OL 協会 408429

10:27 寺尾 孝 横浜ＯＬクラブ 128816

10:28 今留 康雄 北九州 OLC レンタル 

10:29 金井 一 高崎 OLC 403562

10:30 田中 博 入間市 OLC 401295

10:31 山川 和章 春日部 OLC レンタル 

10:32 梅野 武康 東京ＯＬクラブ 76952

10:33 今井 信親 ワンダラーズ 479473

10:34 中山 勝 春日部 OLC 404171

10:35 諏訪 侃  レンタル 

10:36 井上 稔雄 春日部 OLC 404230

10:37 長谷川 博之 神奈川県座間市 レンタル 

10:38 高橋 厚 多摩 OL 483410

10:39 山西 一徳 入間市 OLC 407477

10:40 石田 亘宏 愛知 OLC 401471

 
M15A 

10:21 遠藤 豪志 麻布高校 405354

 
M12 

10:00 宮本 樹 京葉 OL クラブ レンタル 

10:05 国沢 琉 トータス レンタル 

10:10 中村 優太郎 ＷＩＮＤＳ レンタル 

10:15 国沢 楽 トータス レンタル 

10:20 豊島 隆広  レンタル 

 
W21A 

11:06 加納 尚子  483354

11:07 丸山 由美子 みつけ OLC レンタル 

11:08 山口 季見子 ES 関東 C 38807

11:09 金子 しのぶ ワンダラーズ レンタル 

11:10 横澤 夕香  レンタル 

11:11 宮川 祐子 ES 関東 C 407246

11:12 千葉 光絵 上尾 OLC 401829

11:13 渡辺 円香 ES 関東 C 77045

11:14 波多野 夏子 渋谷で走る会 38812

11:15 広江 望 ES 関東 C 404307

11:16 皆川 美紀子 みちの会 66123

11:17 土井 美晴 ES 関東 C レンタル 

11:18 志村 直子 渋谷で走る会 63893

 
W35A 

10:45 国沢 こう子 トータス レンタル 

10:46 齋藤 まどか 川越 OLC レンタル 

10:47 天野 理香 横浜ＯＬクラブ レンタル 

10:48 小林 正子 ES 関東 C 400817

 
W50A 

10:53 寺尾 美智子 横浜ＯＬクラブ 128815

10:55 大場 節子 サン・スーシ 488155

10:57 山本 陽子 無所属 408454

10:59 堀本 睦  レンタル 

11:01 石田 美代子 愛知 OLC 403659

11:03 大塚 ふみ子 千葉 OLK 488196

 
W15A 

11:08 宮川 早穂 ES 関東 C 403313

 
W12 

10:25 吉田 菜々子 東村山市南台小 レンタル 

10:30 小林 璃衣紗 ES 関東 C 401592

10:35 吉田 桃子 東村山市南台小 レンタル 

 
G 

10:40 中里 千夏 お笑い OLC レンタル 

 
3 月 2 日 トレイル・オリエンテーリング 
 
TA 
青柳 隆幸 小山 太朗 中尾 吉男 

安藤 克美 志村 直子 中村 匠吾 

石田 亘宏 杉本 光正 中山 勝 

伊藤 清 鈴木 健 福田 雅秀 

今井 信親 鈴木 恒久 藤生 考志 

今留 康雄 鈴木 規弘 降旗 健 

海老沢 正 鈴木 光子 町井 稔 

大久保 裕介 鈴木 陽介 松川 清一 

太田 康博 高橋 厚 松橋 徳敏 

大塚 校市 高橋 義人 丸山 由美子 

木村 治雄 田代 雅之 丸山 則和 

小泉 辰喜 田中 博 山口 尚宏 

児玉 拓 谷垣 宣孝 山崎 貴幸 

小林 博文 豊島 利男  

 
TN 
有泉 幸彦 小山 和宏   


