
第２５回金沢大学オリエンテーリング大会 

兼平成２１年度県民オリエンテーリング大会 

プログラム 

    

 

期日：平成２１年１０月１７日(土)<雨天決行、荒天・クマ出没中止> 

会場：加賀市立緑ヶ丘小学校 

主催：金沢大学オリエンテーリングクラブ 

共催：石川県オリエンテーリング協会 

後援：石川県教育委員会 

加賀市教育委員会 

石川県体育協会 

加賀市体育協会 

北信越ＯＬ連絡協議会 

北國新聞社 

北陸放送ＭＲＯ事業開発部 

テレビ金沢事業部 

石川県県民運動推進本部 



・・・・実行委員長実行委員長実行委員長実行委員長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

第 25 回金沢大学オリエンテーリング大会兼平成２１年度県民オリエンテーリング大会 

     実行委員長実行委員長実行委員長実行委員長        島田島田島田島田    純一朗純一朗純一朗純一朗    

この度は、第 25 回金沢大学オリエンテーリング大会兼平成 21 年度県民オリエンテーリング大

会にご参加いただき、誠にありがとうございます。 

本大会も、今年で 25 回目を迎えることとなりました。前回大会から 2 年半ぶりの開催となります。

この 2 年半の間、大会運営や地図調査ノウハウの継承などの問題がありましたが、そんな中ご参

加くださる皆様や、ご協力していただいた関係者の方々のおかげで、本大会はなんとか開催する

ことができるようになりました。この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。 

今大会は、越えるのに障害となる沢や尾根がほとんどない稀有なテレイン、加賀海岸を使用し

ております。当日は、参加者の皆様に心から楽しんでいただけるよう、この土地の特性を最大限に

活かしたコースを設定しております。また、至らぬ点があるかと思われますが運営者一同、真心が

こもった運営ができるよう精一杯の努力をいたします。参加者皆様にはここ加賀海岸でしか味わう

ことのできないオリエンテーリングを楽しんでいただき、ご活躍されますことを、心より願っておりま

す。 

 なお今大会は、福井県オリエンテーリング協会主催の下宇坂大会と併せて、北陸オリエンテーリ

ング 2 日間大会として開催されます。このような他県との連携は、金沢大学オリエンテーリング大

会史上初のことです。今後の北陸地区でのオリエンテーリングの普及・発展のためにも、皆様のご

理解ご協力を頂くとともに、何よりこの 2 日間大会を楽しんで頂ければ幸いです。 

 最後になりましたが、今大会を開催するにあたり、オリエンテーリングに対し多大なご理解をいた

だき山林および会場使用を快諾していただきました地元の皆様、ならびにご後援・ご協力いただ

きました多くの関係者の皆様に心より御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 



・・・・大会当日大会当日大会当日大会当日のののの流流流流れれれれ    

9:30 開場・受付開始(ミドル・スプリント) 

11:00 受付終了 

11:10 スタートリスト公開(ミドル・当日分を含む) 

11:30 競技開始(ミドル) 

12:30 スタートリスト公開(スプリント) 

13:30 競技開始(スプリント) 

14:30 ゴール閉鎖(ミドル・スプリント) 

14:45 表彰式(予定) 

15:00 閉会式(予定) 

 

・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

・金大 OLC ホームページ掲示板 

ホームページアドレス  http://kindaiolc.web.fc2.com/ 

 

・金沢大学 OLC  清水 厳喜 

電話番号  090-4161-4383 

E-mail    770274@leo-net.jp 

 

大会当日・緊急連絡は上記の清水携帯までお願いします。 

 

・・・・中止中止中止中止のののの場合場合場合場合    

当日著しい荒天が予想される場合及びテレイン付近一帯で｢熊出没情報｣発生の場合、開催実施

可否の判定は前日 19：00 までに決定します。尚、この情報は金沢大学 OLC ホームページ掲示板

(上記)に掲載しますので、確認をお願いします。 

 

 

 

 

 



・・・・交通案内交通案内交通案内交通案内    

＜電車でお越しの場合＞ 

・北陸本線JR加賀温泉駅(※大聖寺駅ではありません)で下車し、待機している係員の指示に従っ

て送迎用の車に乗って下さい。(要項のタクシー移動から変更になりました) 

・送迎用の車は 9：30～10：30 まで待機しておりますが、時間には余裕を持ってお越し下さい。 

・当日、遅れる方はお早めに清水まで連絡お願いします。 

＜自家用車でお越しの場合＞ 

・北陸自動車道｢加賀 IC｣より、駐車場｢塩屋海水浴場｣まで約 6km。 

・駐車場では、係員の指示に従い駐車して下さい。(無料) 

・駐車券の発行はありません。 

・駐車場から会場までは 0.8km(徒歩約10分)となります。赤テープ誘導がありますので、それに従

って移動して下さい。 

＜会場周辺地図＞ 

    
    

    

    

    

    



・・・・会場案内会場案内会場案内会場案内    

＜諸注意＞ 

・会場には配布物（E カード、コントロール位置説明等）を用意します。各自お取りください。 

・校舎は体育館以外の場所には入らないで下さい。 

・更衣室、トイレ、本部、公式掲示板、販売は体育館内にあります。 

・公式掲示板にはプログラムからの変更点が記載されます。スタート前に確認して下さい。 

・緑丘小学校敷地内（運動場含む）では喫煙禁止です。 

・運動場での飲食は可ですが、ゴミは各自お持ち帰りください。 

・火気及び危険物の持込を禁止します。 

・緑丘小学校内の器具は使用禁止とします。 

＜会場レイアウト＞ 

 

 

 

 

 



・・・・競技情報競技情報競技情報競技情報    

＜ミドル競技使用地図＞ 

・2009 年金沢大学オリエンテーリング部作成 

・｢加賀海岸 2008(西)｣(2008 年 ジェネシスマッピング社作成)経年変化修正 

・縮尺 1：10000、等高線間隔 2.5m、走行可能度 4 段階表示、A4 ポリエチレン袋密封 

・地図記号は｢JSOM2007｣に準拠しています。 

＜スプリント競技使用地図＞ 

・ミドル競技で使用する地図を拡大、一部修正したもの。 

・縮尺 1:4000、等高線間隔 2.5m、走行可能度 4 段階表示、A4 ポリエチレン袋密封 

・地図は｢加賀海岸 2009｣を拡大印刷したものです。地図記号は｢JSSOM2007｣に準拠したもので

はありませんのでご注意下さい。 

＜テレインプロフィール＞ 

・地形 テレインは標高差 60m の砂丘地からなり、それらの斜面には全域にわたりよく似た低い尾

根がおおむね一定方向に散在しています。 

・植生 植林された見通しの良い松林が大半を占め、自然林は少ない。松林は砂地であるが、海

岸近く以外の足場は良い。また海岸沿い一帯はハマナスの原生地でもあり、通過の際にこれらを

踏み荒らすことのないよう注意すること。なお以前(クラブカップ 2008 及び全日本リレー2007)と

比べ、植林された松の若木が成長し通行困難な部分が拡大しています。 

・その他 伐採の為の重機が存在している可能性がありますが、それらには近づかないようにして

下さい。 

＜注意事項＞ 

・住宅、耕作地等の私有地には絶対に入らないようにして下さい。立ち入りが判明した場合、失格

とします。 

・テレイン、駐車場も含んだ一帯にて無断で植物、きのこ、岩石等を採取しないで下さい。これも採

取が判明した場合、失格とします。 

・怪我人等の救急を要する人を見つけた場合は速やかに係員にお知らせください。怪我人の救助

は競技よりも優先します。 

・テレイン内には伐採による松の倒木が多く存在しますので、注意して下さい。 

・下草の多い箇所を通過しますので、安全確保の為短パンでの参加を禁止します。 



＜ミドルコース距離＞ 

クラス コース距離(km) 
 

クラス コース距離(km) 

ME 4.2 
 

WE 3.6 

M21A 3.6 
 

W21A 3.0 

M35A 3.0 
 

W50A 2.0 

M50A 2.7 
 

W20A 2.0 

M65A 2.5 
 

    

M20A 3.0 
 

    

B 2.0 
 

N,G 2.0 

*申し込み人数の関係から以下のクラスを統合しました。 

W35A＋W50A＋W65A→W50A、M20A＋M18A＋M15A→M20A 

W20A＋W18A＋W15A→W20A、MB＋WB→B 

＜スプリントコース距離＞ 

  コース距離(km) 
 

  コース距離(km) 

パターン 1 2.3 
 

パターン 2 2.4 

＜コントロール・パンチ・E-card について＞ 

・A・B クラスは、EMIT 社の電子パンチングシステム E-Card を使用します。 

・E-Card はコントロールを通過した証拠がカード内に残る仕組みになっています。 

・E-Card への書き込みなど、E-Card を加工することはできません。なお、バックアップラベルを外

さないようにして下さい。 

・バックアップラベルを紛失し、E-Card が正常に作動せず通過を確認できなかった場合は失格と

なります。 

・E-Card を紛失したり、破損されたりした場合には実費（3000 円）をいただきます。ご注意下さい。 

・E-Card を紛失した場合には失格となります。ゴムバンドを折り返すなどして、しっかりと指に装着

して下さい。 

・コントロールには 2 種類のフラッグが混在して設置しています。当日フラッグの見本を会場内に

て公開しますので、ご確認下さい。 

・当日 E-Card 説明を行いますので、初めて使われる方は説明を受けて下さい。 

・E-card はミドル競技、スプリント競技共に同じものを使用します。 

・レンタル E-card は 2 日間大会共通のものではありません。ご注意ください。 



・・・・受付受付受付受付についてについてについてについて    

    【受付】（9：30～11：00） 

■事前申込者 

・E-Card は受付にて配布します。 

・My E-Card の方は受付にてカード確認を行い、200 円の返金をさせていただきます。    

■当日参加者（全クラス当日参加可能です） 

・当日参加の方はできるだけ早めにお越しください。 

・当日参加の方は、ここで申込用紙等の記入を行い、参加費を支払って下さい。（A・B クラスは一

般 2500 円、高校生以下は 1500 円、N・G クラスは全員 500 円）その後もう一度受付にてスタート

時刻の指定を受けてください。(石川県民の料金半額は無しになりました。ご了承ください。) 

■代走者 

・代走の方は必ず、ここで代走される方のＥカードを持参の上、申告して下さい。なお、代走者の記

録は代走者の正式記録扱いになります。 

・申告せずに出走した場合には失格になることがありますので注意して下さい。 

■コンパス 

・コンパスの貸し出しを希望される方は、第一受付にて貸し出しを行ないます。その際、保証金と

して 2000 円をお預かりし、競技終了後、本部でコンパス返却の際に返金いたします。なお数に

限りがありますので先着順とさせていただきます。 

■スプリント申し込み 

・参加希望者は全員参加可能です。受付の際参加の旨を係員に伝えて下さい。 

・追加の参加費は不要です。気軽に申し込んで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・・・・ミドルミドルミドルミドル競技競技競技競技についてについてについてについて    

＜A・B クラス＞    

○スタート（11：30～） 

・会場からスタート地区まで白テープ誘導、徒歩約 1 分です。 

【3 分前】 所定のスタート枠に入って下さい。枠に入る前には、アクティベートを忘れずにお願いし

ます。ランプが光らない等のトラブルがありましたら、係員まで申し出て下さい。 

【2 分前】 一つ前の枠に入って下さい。 

【1 分前】 さらに前の枠に進み、E-card を係員に提示して下さい。【10 秒前】になりましたら E-card

をスタートユニットにセットして下さい。 

【スタート】 スタートブザーと同時に E-card をスタートユニットから外して地図を受け取り、赤白テ

ープ誘導に従いスタートフラッグを通過して下さい。 

※スタート時刻に遅れた場合、遅刻者枠に直行し係員の指示に従って下さい。遅刻者のタイムは

正規のスタートタイムより起算して出し正式タイムとして認めます。 

 

○ゴール(～14：30) 

・最終コントロールからゴールまでは青テープ誘導です。 

・ゴールはパンチングフィニッシュ方式です。計時線を越えてからは追い越し禁止です。 

・ゴールでは苦情、お問い合わせ等は一切受け付けません。苦情、お問い合わせ等がございまし

たら本部にお越し下さい。 

・途中棄権をする場合も、必ずゴールを通過して E-card を提示して下さい。提示しない場合、行方

不明者として捜索されます。 

・ゴール閉鎖は 14：30 とします。競技中でも 14：30 までにゴールを通過して下さい。 

・地図および E-card 回収は行いません。E-card は会場の計算センターで読み取りますので、会場

に着き次第計算センターに E-card を提出して下さい。 

・スプリント競技に参加される方は、計算センターでE-cardの読み取り後、再度E-cardを受け取っ

て下さい。 

・コンパスを借りてスプリント競技に参加されない方は、本部にてコンパスの返却をお願いします。 

    

    

    

    



＜＜＜＜NNNN・・・・GGGG クラスクラスクラスクラス＞＞＞＞    

・競技形式は、パンチ器具使用のパンチチェック方式のポイント OL です。コントロールカードはセ

パレート方式です。コントロール位置説明は、日本語説明使用です。 

・コントロールカードを地図に取り付けることは出来ません。コントロールカードの補強は、カードと

ゴムひもの接続部分にのみ認めます。 

・コントロールは指定された順番に回って下さい。 

・ミスパンチをした場合、ミスした箇所の近くのスペースに再び正しくパンチし、ゴール時に係員に

その旨を伝えて下さい。また万が一、パンチが故障している場合は、パンチ台に示してあるパタ

ーンを覚えてきて下さい。 

○スタート(11：30～) 

・係員がスタートまで誘導いたします。２分前になったらコントロールカードを係員に見せて下さい。

１分前に地図を受け取り、係員の合図でスタートして下さい。 

○ゴール(～14：30) 

・最終コントロールからゴールまでは青テープテープテープテープ誘導です。 

・計時線を越えてからは追い越し禁止です。係員がコントロールカードを回収いたします。 

・ゴールでは苦情、お問い合わせ等は一切受け付けません。苦情、お問い合わせ等がございまし

たら本部にお越し下さい。 

・途中棄権をする場合も、必ずゴールを通過してコントロールカードを提示して下さい。提示しない

場合、行方不明者として捜索されます。 

・ゴール閉鎖は 14：30 とします。競技中でも 14：30 までにゴールを通過して下さい。 

・地図回収は行いません。 

・コンパスを借りてスプリント競技に参加されない方は、本部にてコンパスの返却をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ・・・・スプリントスプリントスプリントスプリント競技競技競技競技についてについてについてについて    

○スタート（13:30～） 

・会場からスタート地区まで白色テープ誘導、徒歩約 10 分です。 

【90 秒前】 所定のスタート枠に入って下さい。枠に入る前には、アクティベートを忘れずにお願い

します。ランプが光らない等のトラブルがありましたら、係員まで申し出て下さい。 

【60 秒前】 一つ前の枠に入って下さい。 

【30秒前】 さらに前の枠に進みE-Cardを係員に提示して下さい。【10秒前】になりましたらE-Card

をスタートユニットにセットして下さい。 

【スタート】 スタートブザーと同時に E-card をスタートユニットから外して地図を受け取り、赤白テ

ープ誘導に従ってスタートフラッグを通過して下さい。 

※スタート時刻に遅れた場合、遅刻者枠に直行し係員の指示に従って下さい。遅刻者のタイムは

正規のスタートタイムより起算して出し正式タイムとして認めます。 

※スタート時刻に遅れ、出走してもゴール閉鎖時刻に間に合わないと係員が判断した場合、出走

を禁止させていただきます。その場合、係員から地図を受け取り会場にお戻り下さい。 

○ゴール(～14：30) 

・最終コントロールからゴールまでは青色テープテープテープテープ誘導です。 

・ゴールはパンチングフィニッシュ方式です。計時線を越えてからは追い越し禁止です。 

・ゴールでは苦情、お問い合わせ等は一切受け付けません。苦情、お問い合わせ等がございまし

たら本部にお越し下さい。 

・途中棄権をする場合も、必ずゴールを通過して E-card を提示して下さい。提示しない場合、行方

不明者として捜索されます。 

・ゴール閉鎖は 14：30 とします。競技中でも 14：30 までにゴールを通過して下さい。 

・地図および E-card 回収は行いません。E-card は会場の計算センターで読み取りますので、会場

に着き次第計算センターに E-card を提出して下さい。 

・コンパスを借りた方は、本部にてコンパスの返却をお願いします。 

 

 

 

 

 



・・・・表彰式表彰式表彰式表彰式およびおよびおよびおよび閉会式閉会式閉会式閉会式についてについてについてについて    

・表彰式および閉会式は体育館内で行います。 

・時間は 14：45～15：15 を予定しています。 

・表彰は成績が確定したクラスから随時行います。 

・ミドル各クラス 1 位～3 位までと、スプリント各コース 1 位を表彰します。表彰対象者は放送でお

呼びしますので、本部まで集まって下さい。 

・・・・そのそのそのその他注意事項他注意事項他注意事項他注意事項    

・健康が思わしくないときは、競技をやめる等無理をしないで下さい。 

・テレイン内は火気厳禁です。禁煙です。 

・会場内はきれいに使用して下さい。ゴミは各自で持ち帰るようお願いします。 

・貴重品は各自で管理して下さい。 

・参加者が不注意によって自分自身、あるいは他人に損害、損失、損傷を与えた場合は、参加者

自身の責任によって処理して下さい。主催者側は一切責任を負いません。 

・忘れ物は 3 ヶ月後まで当クラブで保管いたします。以降は処分いたしますのでご了承下さい。 

・万が一のため保険証をお持ち下さい。 

･参加料はいかなる場合でも返却いたしません。予めご了承下さい。 

・・・・競技役員競技役員競技役員競技役員    

大会実行委員長 島田 純一朗 

競技責任者 青井 翔 

コース設定者 青井 翔 

イベントアドバイザー 千保 翼 

受付・本部 ○清水 厳喜、野口 真規子、西田 知弘 

スタート ○高橋 愛衣、高島 拓也、高田 翔午 

ゴール ○辻 晃、石坂 翼樹 

計算センター ○青井 翔、藤田 泰弘 

初心者説明 ○辻 晃、三井 貴寛、廣部 達哉 

駐車場案内 ○横田 勇輝、北 翔太 

駅案内・送迎 ○高島 拓也、金津 壮一郎 



・スタートリスト・スタートリスト・スタートリスト・スタートリスト    

MEMEMEME    
    

WEWEWEWE    
   

時間 名前 所属 E-card No 
 

時間 名前 所属 E-card No 

11:30 山本真司 ES 関東 C 488193 
 

11:30 酒井 佳子 Team Ski-O レンタル 

11:31 栄森 貴久 ウェスタンカップ競責 64193 
 

11:31 斉藤 早苗 チーム白樺 レンタル 

11:32 池 陽平 OLC ルーパー 76982 
 

11:32 江幡 禎子 東北大 OLC 405201 

11:33 大橋 悠介 東北大 OLC 407283 
 

11:33 金子 しのぶ ワンダラーズ レンタル 

11:34 松澤 俊行 松塾 410185 
 

11:34 渡辺 円香 ES 関東 C 77045 

11:35 宮本 佳記 京大 OLC 64191 
 

11:35 鳥羽 都子 OLC ルーパー 76971 

11:36 山根 祥延 大阪 OLC 408420 
 

11:36 本間 理沙 東北大 OLC 407288 

11:37 李 敬史 横須賀市 478436 
 

11:37 横澤 夕香 ES 関東 C レンタル 

11:38 小暮 喜代志 ES 関東 C 76925 
     

11:39 吉田 勉 みちの会 レンタル 
 

W20AW20AW20AW20A    
  

11:40 松矢 将太郎 京大 OLC 64175 
 

時間 名前 所属 E-card No 

11:41 赤坂 太郎   レンタル 
 

11:56 木村 友香 京女 OLC レンタル 

11:42 藤生 孝志 東京 OL クラブ 401576 
 

11:57 中村 あすか 京女 OLC レンタル 

     
11:58 西谷 佳奈 京女 OLC レンタル 

M20AM20AM20AM20A    
        

時間 名前 所属 E-card No 
 

W21AW21AW21AW21A    
  

11:30 二階堂 晋作 新潟大学 OC 76999 
 

時間 名前 所属 E-card No 

11:31 木村 友佳 長野高専 407503 
 

11:59 宮川 早穂 ES 関東 C 409853 

11:32 大箱 貴志 京大 OLC レンタル 
 

12:00 鈴木 聡子 東北大 OLC 410070 

11:33 松尾 遼 京大 OLC レンタル 
 

12:01 小玉 千春 椙山 OLC 122323 

     
12:02 大沼 由佳 東北大 OLC 410200 

M21AM21AM21AM21A    
    

12:03 寺嶋 貴美子 ES 関東 C 408426 

時間 名前 所属 E-card No 
     

11:34 前田 洋 富山県 レンタル 
 

W50AW50AW50AW50A    
  

11:35 福田 雄希 京大 OLC 64152 
 

時間 名前 所属 E-card No 

11:36 村本 正道   レンタル 
 

11:43 山本 陽子 東京都 408454 

11:37 久保 貴大 新潟大学 OC 79272 
 

11:44 辻村 紀子 コンターズ レンタル 

11:38 八重樫 集 東北大 OLC 403950 
 

11:45 吉岡 康子 OLC 吉備路 410205 

11:39 足立 辰彦 OLC ルーパー 405384 
 

11:46 佐野 千恵美 小松市 OLK レンタル 

11:40 藤田 純也 京大 OLC 64156 
 

11:47 福田 瑞恵 小松市 OLK レンタル 

11:41 森田 剛史 小松市 OLK レンタル 
     

11:42 樋口 一志 朱雀 OK 401335 
     



11:43 小林 賢太朗 新潟大学 OC 76966 
 

BBBB    
   

11:44 谷川 友太 名古屋大学 84959 
 

時間 名前 所属 E-card No 

11:45 中島 基之 京大 OLC 64141 
 

11:38 土屋 武 愛知 OLC レンタル 

11:46 福田 雅秀 川越 OLC 411454 
 

11:39 世良 清 三重大学 139815 

11:47 小山 博之 新潟大学 OC 79260 
 

11:40 田辺 豊二   レンタル 

11:48 深澤 至貴 東北大 OLC 410155 
 

11:41 徳応 統 七塚 OL クラブ レンタル 

11:49 市脇 翔平 京大 OLC 64176 
 

11:42 兼田 安子 Team 白樺 レンタル 

11:50 奥村 智憲 能登本まぐろ レンタル 
     

11:51 三森 総一朗 東北大 OLC 407525 
     

11:52 兼田 遼太郎 Team 白樺 レンタル 
 

※G,N クラスは１１時３０分に一斉スタート 
 

11:53 伴 毅 京大 OLC 64150 
     

11:54 宗形 俊 新潟大学 OC 76933 
     

11:55 大塚 友一 京葉 OL クラブ 483384 
     

11:56 渡辺 拓也 京大 OLC 64146 
     

11:57 小林 春樹 東北大 OLC 410206 
     

11:58 岡部 淳 クロマニオンズ 410175 
     

11:59 寺田 啓介 京大 OLC レンタル 
     

12:00 宮城島 俊太 みちの会 76917 
     

         
M35AM35AM35AM35A    

        
時間 名前 所属 E-card No 

     
11:43 大林 俊彦 大阪 OLC 140802 

     
11:44 杉本 光正 ES 関東 C 482306 

     
11:45 山本 賀彦 OLP 兵庫 483429 

     
11:46 多田 茂紀 OLC ルーパー 76980 

     
11:47 佐野 弘明 小松市 OLK レンタル 

     
11:48 畑中 勝 金沢 OLK レンタル 

     
11:49 小野田 敦 京都 OL・不由径 レンタル 

     
11:50 木村 佳司 長野県 OL 協会 レンタル 

     
11:51 木下 繁紀 小松市 OLK レンタル 

     
11:52 谷村 正樹 杉風会 76598 

     
11:53 寺島 一樹 ES 関東 C 408422 

     
11:54 小泉 辰喜 東京 OL クラブ 409869 

     

         

         

         

         

         

         



M50AM50AM50AM50A    
        

時間 名前 所属 E-card No 
     

11:48 城森 博幸 OLP 兵庫 407533 
     

11:49 山本 博司 東京都 408418 
     

11:50 福田 良雄 OLP 吉備路 410209 
     

11:51 加藤 昭治 愛知 OLC レンタル 
     

11:52 石井 博昭 OLP 兵庫 レンタル 
     

11:53 愛馬 庸雅 OLC レオ レンタル 
     

11:54 仲原 信一 大阪 OLC 407521 
     

11:55 森田 輝雄 金沢 OLK レンタル 
     

         
M65AM65AM65AM65A    

        
時間 名前 所属 E-card No 

     
11:55 柴田 喜一 つるまい OLC 409786 

     
11:56 辻村 修 コンターズ レンタル 

     
11:57 金子 八三 松坂 OLC 409834 

     
11:58 金井 一 高崎 OLC 409843 

     
11:59 磯部 貞夫 OLP 兵庫 403783 

     
12:00 成瀬 行雄 富山 OLK レンタル 

     
12:01 西村 美樹彦 金沢 OLK レンタル 

     
12:02 大塚 雅三 金沢 OLK レンタル 

     
12:03 永元 秀和 京葉 OL クラブ レンタル 

     
 


