
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
【大会概要】 

■開催日時  平成 21年 10月18日（日） 雨天決行 荒天中止 

■場所    福井県福井市下宇坂地区 

■主催    福井県オリエンテーリング協会 

■共催    福井県民スポーツ祭実行委員会、福井市オリエンテーリング協会 

■大会会長          相馬 幸右衛門 

 大会実行委員長       林  博 

■競技責任者・コースセッター 三上 雅克 

■大会コントローラ      岡野 英雄 

■裁定委員          山口敏夫、石井博昭、松澤俊行 

■競技形式  ポイントオリエンテーリング（ミドル競技） 

■競技規則  『日本オリエンテーリング競技規則（2008）』に準ずる 

■パンチングシステム  Ｅ・Ａ・Ｂクラスは emit社製電子パンチシステム(Ｅcard)使用 

            Ｎ・Ｇクラスはピンパンチ方式（地図縮尺１/5,000） 

■地 図   『下宇坂』 縮尺 1/7,500  等高線間隔 ５m 

             走行可能度４段階  JSOM2008準拠  2009作成 

縮尺を１/10,000から１/7,500に変更致しました。コントローラとの協議により、テレインの

特性・地図の読み易さを重視した上での判断です。高縮尺ゆえに許される細かな地図表現、かつ

それを生かしたコースをご堪能下さい。 

北陸２日間オリエンテーリング大会 ２日目 

 

JOA 公認カテゴリＢ    2009 年 10 月 18 日（日）開催 

     下宇坂オリエンテーリング大会 in 福井 
兼 福井県民スポーツ祭オリエンテーリング大会 

   福井市民秋季オリエンテーリング大会 

大会実施プログラム  改訂版 091016 
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■ ＪＯＡ公認Ｂ 下宇坂ミドルＯ大会の開催に当たって 

 福井県オリエンテーリング協会 会長 相馬幸右衛門 

 

ＪＯＡ公認カテゴリＢ下宇坂オリエンテーリング大会兼福井県民スポーツ祭オリエンテーリ

ング大会・福井市民秋季オリエンテーリング大会に参加いただきありがとうございます。 

 福井県内の山林が、猪の被害などでオリエンテーリングのテレインとして使える場所が少な

くなっているなか、福井県オリエンテーリング協会では、オリエンテーリングの普及を図るた

めに、地元の協力を得て福井市近郊にテレインをご用意することができました。 

全国のオリエンテーリング選手を北陸へお迎えするために、一昨年の東尋坊パークＯと同じ

く、加賀海岸での金沢大学大会兼石川県民大会と連携して、北陸２日間大会といたしました。 

福井県としてできる限りのおもてなしを提供し、ご参加の皆様に北陸のオリエンテーリング

が変わったといってもらえるよう、当協会会員一同準備をかさねてまいりました。秋の空のも

と、オリエンテーリングを十二分に楽しんでいただけるよう、心より願っております。 

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ご理解をいた

だき、会場の提供や出店をいただいた地元の皆様、ならびに関係者に厚く御礼申し上げます。 

 

 

■ 大会の概要スケジュール 

  ９：３０ 受付開始 

 １１：００ スタート開始（会場・本部から徒歩２０分程度） 

 １４：００ ゴール閉鎖（Ｅ・Ａクラスの競技時間２時間） 

 １４；００ 表彰式（予定） 

 １４：３０ 閉会式（予定） 

 

■ 問合せ先  （なるべく、メールかＦＡＸでお願いします） 

 福井県オリエンテーリング協会 FAX:0776-36-3300 (TEL:0776-36-2790) 

Ｅ－mail hhayashi■mitene.or.jp（■→@） 

追加案内  http://hse.orienteering.ehoh.net/hokuriku2009/ 

 

■ 荒天中止の場合 

 当日著しい荒天が予想される場合、開催実施の可否の判定は前日 19：00までに決定し、

その情報は上記ホームページに掲載しますので、ご確認下さい。 

 

■ 当日のみの緊急連絡先（競技責任者：林  博） 

 携   帯：０９０－１３９６－１００２ 

 携帯 E-mail：hhayashi-164■r.vodafone.ne.jp（■→@） 
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【会場・交通アクセス】 

■会場  福井市下宇坂小学校 

      （〒910-2222 福井市市波町５５－５ TEL:0776-96-4054）  
■ 交 通 

  自動車：北陸自動車道『福井ＩＣ』よりＲ１５８を東へ約１５分 

    北陸本線、小松空港線、高速バス→福井駅前乗換え⇒鉄道＆バス 

 

◆大会当日の会場周辺の電車バス時刻表 

    【福井駅前より】 

     鉄道：ＪＲ越美北線（九頭竜線）「市波」駅下車徒歩約１５分 320円 

     バス：福井駅前のりば⑨大野線 55・池田線56「市波」下車徒歩約１０分 680円 

    市波周辺バス電車時刻表（往復）： 

     http://www3.ocn.ne.jp/~fba/area_details/ichinami/ichinami_right2.htm 

 

朝・会場まで  ＜夜行、当日出発参考資料＞    太字：ＪＲ、細字：バス 

方面 発 路線名 着 福井駅前着 福井駅前発 発 路線名 着 

東京 22:10 高速バス① 6:30 福井駅東口 

青森 19:33 日本海 7:17 ＪＲ福井駅 

富山 

金沢 

6:12 

7:02 

 

サンダー⑥ 

 

7:47 

 

ＪＲ福井駅 

8:02 
京福バス 

大野線 55 
8:29 

東京 23:20 高速バス② 8:10 福井駅東口 

上野 

上野 

 

23:03 

23:33 

 

寝台北陸 

寝台能登 

⇒金沢 6:55 

 

 

8:27 

 

 

ＪＲ福井駅 

福井市内 

バス乗場⑨ 

（ＪＲ福井駅か

ら２５０ｍ西 

 次頁地図参照） 9:02 
京福バス 

大野線 55 
9:29 

富山 

金沢 

7:24 

8:04 

 

サンダー⑩ 

 

8:47 

 

ＪＲ福井駅 

岡山 6:08 

大阪 7:10 

新幹/⇒新大

阪サン①714 

名古

屋 

6:50 

 

新幹/⇒京都

サン①7:38 

 

9:00 

 

 

ＪＲ福井駅 

ＪＲ福井駅 9:06 
ＪＲ 

越美北線 
9:31 

これ以降は、１時間後の便かタクシーしかないためご注意下さい。 

品川 6:00⇒名古屋 7:32⇒米原8:09＜しらさぎ51＞9:15福井： 

羽田 7:20 ＜ANA＞ ⇒小松8:40＜空港バス＞9:33福井駅東口 

名古屋 7:00 ＜高速バス＞ 9:50福井駅東口 

⇒ 福井市内バス乗場⑨ 10:02＜京福バス大野線55＞10:29 市波バス停 

ちなみに、タクシー代（福井駅東口⇒下宇坂小学校）：約12KM 約 4,000円 
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福井到着場所：ＪＲ福井駅、福井駅東口 

会場への福井出発場所：福井市内バス乗場⑨（駅から２５０ｍ西）、ＪＲ福井駅 

（参考：大会終了後の福井駅前バス降場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後・会場からの帰りの公共交通 

会場周辺(市波) 発時間 路線名 着時間 福井駅前 

市波バス停留所 13:00 京福バス大野線 55 13:29 福井駅前バス降場※ 

〃 13:38 京福バス池田線 56 14:09 〃 

〃 14:00 京福バス大野線 55 14:29 〃 

〃 15:00 京福バス大野線 55 15:29 〃 

ＪＲ市波駅 15:34 ＪＲ越美北線 15:58 ＪＲ福井駅 

市波バス停留所 16:00 京福バス大野線 55 16:29 福井駅前バス降場※ 

※福井駅前バス降場（駅から３００ｍ西）：上図参照 

 

◆車で会場へ：福井ＩＣ→（R158号）信号交差点左折→市波地区→会場下宇坂小学校 
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■ 会場付近の案内図 

 車のナビで表示されると思われる会場への直接のアクセスは、警察よりＲ１５８の交

通安全確保のため、当日は禁止を指示されましたので、必ず三万谷トンネル北側の信号

交差点を北進して、グラウンド下の登り口から入り、駐車場 1の下の段から順に駐車し

てください。（150台） 

 

 

 

 

■ テレイン・コースプロフィール 

  ◆ 集落地を取巻くように広がる山野であり、手入れされた杉林がメインの典型的な里山テ

レインである。植生比はＡ：Ｂ：Ｃで３：４：３である。（若干Ｄ有り）とくに下草、倒木

によるハッチ部分が多い。地形的には浸食が激しく、細かな尾根・沢が目立つ。また林道、

歩道が少ないことから全体的にスピードが出しづらい。 

    これらの条件を踏まえてのコースですが、なるべく気分良く走れるよう心掛けたつもり

です。直進か道周りか、細かなコンタ読み、藪との戦いなどいろいろ詰ったコースを用意

してお待ちしております。 

  ◆ 注意！ 

「美山杉」の植林地であるため、若木を冬の雪から守るために紐で引っ張ってある箇所

が数多く見られます。足を引っ掛けないように注意して、競技してください。万が一引っ

掛けて切ってしまった場合には絶対に放置しないで、結びなおしてから競技を続けてくだ

さい。今後の継続的な利用のためにも、ご協力お願いします。 
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■ 地 図 『下宇坂』 縮尺 1/7,500  等高線間隔 ５ｍ 

       （Ｎ、Ｇクラスは 縮尺１/5,000 等高線間隔 ５ｍ） 

       走行可能度４段階  JSOM2008準拠  2009作成 

 

◆印刷方法：インクジェットプリンター EPSON Offirio PX-B300 

◆用 紙 ：インクジェットマット紙 KOKUYO A4／150μｍ、ポリ袋入り 

 

■ コントロール位置説明 

ＪＯＡ「コントロールに関する規程」の記号を使用します。ただし、Ｎ/Ｇクラスにつ

いては日本語で表記します。 

 

■ クラス別距離一覧 

（テレインの使用条件などにより改訂しました） 

クラス別のスタートリストは、巻末を参照してください。  

  当日申込みの方にはＯＡ、ＯＢ、ＯＮ、ＯＧコースを用意します。ただし表彰対象外にな

りますのでご注意下さい。（ＯＡクラスの競技者登録は不要です）   

クラス 距離 

(km) 

登距離 

(m) 

申込者 

数(名) 

優勝設 

定時間 

クラス 距離 

(km) 

登距離 

(km) 

申込者 

数(名) 

優勝設 

定時間 

ME 4.6 300 15名 40分  WE 3.5 220 12名 40分  
M21A 4.1 260 43名 40分  W21A 3.1 200 7名 40分  
M65A 2.9 170 12名 40分  W65A 2.5 145 2名 40分  
M50A 3.1 200 14名 40分  W50A 2.5 145 2名 40分  
M35A 3.4 220 21名 40分  W35A 2.9 170 1名 40分  
M20A 3.2 200 16名 40分  W20A 2.9 170 1名 40分  
M18A 3.2 200 1名 40分   

M15A 2.5 145 2名 40分   

MB 2.9 160 4名 40分  

 

WB 2.9 160 1名 40分 
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■ 会場配置図 

 

 

 

 

・本部・受付、公式掲示板は校門を入った校舎西側にあります。 

・校舎は体育館及び、東側男子トイレ以外の場所には入らないで下さい。 

・体育館内の器具、道具類は使用禁止です。 

・体育館内での掲示のための、テープの使用はかまいません。（強力テープは不可） 

・女子トイレは、体育館内にあります。 

・男子トイレは、体育館内（大１・小３）のほか、校舎東側トイレ（２箇所）があります。 

・東側トイレへは、犬走りのコンクリートの上を行ってください、また体育館の外から行く場

合でも、泥で汚さないように南側、東側のコンクリートの上を通ってください。 

・外の足洗い場が３箇所ありますので、泥で汚れた靴やウェアーなどはよく洗い、、体育館内な

どを汚さないようにしてください。 

・敷地内（グラウンドを含む）は喫煙禁止です。 

・グラウンドなどでの飲食は可能ですが、ゴミは各自でお持ち帰り下さい。 

・ＡＥＤは、計算センターに配置してあります。 

・蜂の針の吸引器や薬は本部のほか、フィニッシュにも配置してあります。 
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■ 公認大会受付 （Ｎ・Ｇ参加者は、県民ＯＬ受付窓口をご利用下さい） 

  ◆受付場所： 福井市下宇坂小学校前広場 

  ◆公式掲示板（受付横）：公式掲示板で競技に関する情報を公開します。必ずご確認下さい。 

  ◆体育館内にあるクラス別ボックスより、ご自身の袋をお取りください。袋には以下のもの

が入っています。 

   ・Ｅカード（マイカード利用の方には入っていません） 

   ・バックアップラベル 

   ・位置説明表 

   ・アンケート用紙 

   ・申込不備通知（不備の方のみ） 

  ◆事前申込時に「マイカード使用」で申し込まれた方で、Ｅカードを忘れた方は、受付にて

Ｅカード再発行手続を行ってください。その際には、Ｅカードレンタル料３００円をいた

だきます。 

  ◆駐車場、グラウンド、校舎前広場、男子外トイレ以外の校舎内には立ち入り禁止です。 

  ◆更衣室（荷物置き場）は、体育館内にあり「土足厳禁」です。また、男子更衣室はとくに

設けておりませんので、体育館内で更衣してください。 

   ◆トイレは、体育館内に男女各１箇所、校舎東側に男２箇所あります。ご協力お願いします。 

   ◆テントサイトはグラウンド内南側に設ける予定ですので、当日公式掲示板をご覧下さい。 

  ◆初心者説明：受付横にて初心者説明を行います。オリエンテーリングのやり方、Ｅカード

の使い方などの説明を行います。 

  ◆コンパスの貸し出しを希望される方には、貸し出しを行いますが数に限りがありますので、

ご了承下さい。 

 ◆代走：本大会では全クラスにおいて代走は認めておりません。ご了承下さい。 

 

■ 当日申込    

◆当日申込受付 9：30～11：00 

◆当日申込クラスは、ＯＡ／ＯＢ／ＯＮ／ＯＧを用意します。これらのコースは、本人の希

望スタート時間にできない恐れがあります。あらかじめ御了承願います。 

また当日申込クラスは表彰対象になりません、ご注意ねがいます。 

 

当日申込クラス ＯＡ／ＯB ＯＮ／ＯＧ

参加費 3000 500
 

※ＯＡ／ＯＢの当日申込クラスでは、マイＥカードの使用はできません。ＯＡ／ＯＢの参

加費はＥカードレンタル代込です。 

 ＯＮ／ＯＧの当日申込は県民ＯＬ大会の受付窓口でお願いします。 
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Ｅ・Ａ・Ｂクラスの競技内容について 

■ スタート（１１：００～  ） 

 ◆会場からスタート地区までは、赤色の誘導テープに従って、徒歩２０分です。 

  ◆本大会では、リフトアップスタート、パンチングフィニッシュ形式で行います。 

◆アクティベート 

スタート地区ではスタート枠に入る前に必ずアクティベートユニットにＥカードをセッ

トし、ユニットのランプが点滅することを確認してください。ランプが点滅しない場合は

係員の指示に従ってください。 

  ◆スタート方法 

・３分前：ご自身の出走クラス枠にお入りください。 

・２分前：枠を一つお進みください 

・１分前：さらに枠を一つ進み、役員よりＥカードのチェックを受け、地図の確認を行っ

てください。 

 ・１０秒前：Ｅカードをスタートユニットにはめ込み、そのままお待ち下さい。 

 ・スタートのブザーでＥカードをユニットから離し、地図を取ってスタートしてください。 

  ◆スタートフラッグまで 

・スタートしたら、地図上の△までは赤白の誘導テープに従ってください。誘導テープの終

わりにあるフラッグが地図上の△です。 

 ◆遅刻された方 

・スタート時刻に遅れた競技者は、遅刻ゲートの役員に申し出てその指示に従ってください。 

・遅刻者のタイムは、正規のスタートリストの時刻より計測したものを正規タイムとします。 

・スタート閉鎖は１２：３０とし、閉鎖後のスタートは認めません。 

 

 ■ 競 技 （１１：００～１４：００） 

  ◆Ｅカード 

・コントロールの通過証明は、Ｅ・Ａ・ＢクラスはＥカードを使用します。 

  ・コントロールに到着したらコントロール識別番号（２～３桁の数字）を確認のうえ、Ｅカ

ードをユニットにセットしてください。 

  ・コントロール識別番号は、エミット協会のユニットについている番号を、そのまま利用し

て行います。 

  ・間違ったコントロールにセットした場合は、そのまま次に正しいコントロールにセットす

ればＯＫです。 

  ・万が一機材の不調で電気的なデータを取得できない場合は、バックアップラベルで完走判

定をします。 

  ・バックアップラベルを紛失しても失格にはなりませんが、上記の判定が不可能になります。 
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  ・レンタルカードを紛失、破損した場合は、弁償金として 3,000円をいただきます。Ｅカー

ドの取り扱いにはご注意下さい。Ｅカードの使用方法がわからない場合には、初心者説明

所で説明を受けてください。 

  ◆競技時間 

  ・Ｅ・Ａクラスについては競技時間を２時間とし、これを上回った場合は失格とします。 

  ◆けが人等の救助 

  ・けが人等の救助を要する人を見つけた場合は、速やかに係員にお知らせ下さい。けが人の

救助は競技よりも優先します。 

 

 ■ フィニッシュ （  ～１４：００） 

  ◆最終コントロールから、◎のフィニッシュまでは、赤白の誘導テープに従ってください。 

  ◆フィニッシュ方法 

  ・パンチングフィニッシュです。 

・フィニッシュでフィニッシュユニットにＥカードをセットした時刻がフィニッシュ時刻と

なります。 

・フィニッシュにある複数のユニットのどれにセットしてもＯＫです。 

◆バックアップラベル、Ｅカード、地図の回収 

 ・フィニッシュでは、バックアップラベルのみを回収します。 

・Ｅカードのデータ読み取りは本部で行いますので、ゴール後、青色の誘導テープに従って

本部までお持ちいただきご提示ください。ご提示がない場合には出走記録が残らず、未出

走者扱いとせざるを得なくなりますので、必ず出走者の責任でご提示していただきデータ

読み取りをご確認ください。個人所有のＥカードの返却はデータ読込み後、その場で行い

ますのでしばらくお待ちいただき、必ず受け取ってからお帰り下さい。 

・ゴールから会場まで徒歩２５分です。（会場ゴールはＮ，Ｇクラスのみ） 

・地図の回収は行いませんが、未出走者に見せることは禁止としますので、ご協力お願いし

ます。また、それが判明した場合には両者とも失格とします。 

◆その他 

  ・棄権をする場合も、必ずフィニッシュまたは本部へ連絡し、Ｅカードを提出して下さい。 

   （無断で帰りますと、行方不明者扱いとなりますのでご注意下さい） 

  ・１４：００にフィニッシュを閉鎖します。１４：００までに必ずフィニッシュを通過して

ください。同時に、コントロールの撤収をおこないますので、競技を中止してただちにフ

ィニッシュに向かってください。 

  ・クレームにつきましては、フィニッシュでは行わず、全て本部備え付けの専用用紙でのみ

受け付けいたします。回答は迅速に指定場所にて行います。 

  ・フィニッシュでは、大会に協力いただいた「コカコーラ株式会社」提供の飲料が配られま

すので、お受け取り下さい。 
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■ 速報・表彰 

  ◆速報 

・一覧表形式の成績速報を、速報所に随時掲示します。 

・最終成績は、ホームページにも掲示します。 

http://hse.orienteering.ehoh.net/hokuriku2009/index.html 

http://orienteering.ehoh.net/ 

  ◆表彰式 

  ・表彰式は１４；００過ぎから結果が確定次第順次、本部で行う予定です。 

  ・各クラスとも３位まで表彰します。 

     ◆欠席者の地図配布 

・欠席者の地図の引渡しは、事務手続きに混乱を起こすのを避けるために基本的には行いま

せんが、後日郵送などのご配慮をさせていただきますのでご了解下さい。 

◆地図販売 

・本大会使用の白地図・各コース図は３００円、全コントロール図は５００円にて販売しま

す。「コース図・白地図・全コントロール図」の３種セットは１０００円とします。 

・また、福井県ＯＬ協会既成地図は２００円にて販売します。 

・枚数には限りがありますので、あらかじめご了承下さい。 

◆成績表 

・成績表３００円の申込は受付にて行い、後日郵送します。なお、ホームページにも成績を

掲載します。 

 

■ Ｎ・Ｇクラスの競技内容について 

Ｎ・Ｇクラスは、公認大会と併設の県民スポーツ祭ＯＬ大会と同時に行います。事前申込

者及び当日申込者の受付は、大会本部横の県民ＯＬ大会受付で行ってください。スタート時

間もそこで当日指定いたします。なお、出発前に、初心者説明があります。 

◆競技方法は、ポイントオリエンテーリングで、ピンパンチ方式で行います。 

 Ｎクラスは、初心者の個人で制限はありません。Ｇクラスは２，３人のグループで、少年

少女組（小中学生のみ）、家族組（小学生以下を含む大人）、一般組（その他のグループ）

の区分で行います。 

◆スタートは 11：00から指定時間に従い、順次、会場からスタートします。 

◆表彰は、県ＯＬ大会とは別に、各クラス３位まで表彰します。 

 

■ その他の販売など 

・受付横にて、軽食(越前おろし蕎麦、弁当など)と飲み物、地元朝採れ新鮮野菜の販売を予

定しています。お土産としてもご利用下さい。 
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■ 一般注意事項 

 ◆当日著しい荒天が予想される場合、開催実施の可否の判定は前日 19：00までに決定し

その情報はホームページに掲載しますので、ご確認下さい。この場合、参加費の返金は

おこないませんのでご了承下さい。大会を中止する場合、大会会場駐車場、ＪＲ福井駅で

ご案内いたします。 

◆スポーツ傷害保険等への加入をいたしましたが、くれぐれも、自分自身の健康状態を十分

考え絶対に無理をしないで下さい。 

◆インフルエンザ対策につきましては、体育館入口に消毒液を設置しますが、各自で充分な

体調管理を合わせてお願いします。 

 ◆蜂や蚊などが散見されます。蜂対策として黒いウェアーを極力避けるということも言われ

ているようです。（ゴールと本部には吸引器や薬を用意しております。） 

◆テレインには、一般道路、林道などを含みます。交通事故等には十分ご注意ください。 

 ◆民家の敷地、耕作地、池・沼、その他立ち入り禁止と示された場所には立ち入らないでく

ださい。 

 ◆樹木を傷つけるなど、自然を損なうことはしないでください。自分で出したゴミは必ずお

持ち帰り下さい。 

 ◆イノシシ被害防護電気柵がテレイン内に設置されています。通電は夜だけですので触れて

も危険はありませんが、くれぐれも、足を引っ掛けないように注意して競技してください。 

 ◆参加者が自分自身、あるいは他にあたえた損害損傷について、主催者は一切責任を持ちま

せん。 

◆コンパスの貸し出しがあります。数に限りがありますので、ご了承下さい。 

◆貴重品は各自で管理してください。 

◆会場周辺には、スーパーやコンビにはありません。越前おろし蕎麦などの出店があります

ので、ご利用下さい。 

◆競技終了後、近くに日帰り入浴（５００円）できる温泉施設がありますので、ご利用下さ

い。 

 ◆このプログラムは大会当日持参してください。 

 ◆本要項に記載された情報は、予告なく変更される場合があります。変更された場合は、大

会当日の公式掲示板でお知らせします 

 

 

■ 問合せ先 （なるべく、メールかＦＡＸでお願いします） 

 福井県オリエンテーリング協会 FAX:0776-36-3300 (TEL:0776-36-2790) 

Ｅ－mail hhayashi■mitene.or.jp（■→@） 

追加案内  http://hse.orienteering.ehoh.net/hokuriku2009/ 
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事前申込者スタートリスト 

ＭＥ  

番 号 時 刻 氏 名 所 属 Ｅカード 

1001 11:01 片岡 裕太郎 名大OLC 84829 

1002 11:04 松本 康浩 大阪ＯＬＣ 409849 

1003 11:07 吉田 勉 みちの会 レンタルする 

1004 11:10 山根 祥延 大阪OLC 408420 

1005 11:13 大橋 悠輔 東北大OLC 407283 

1006 11:16 源後 知行 ぞんび～ず 407268 

1007 11:19 山本 賀彦 ＯＬＰ兵庫 483429 

1008 11:22 李 敬史 横須賀市 478436 

1009 11:25 松澤 俊行 松塾 410185 

1010 11:28 山本 真司 ES関東C 488193 

1011 11:31 樽見 典明 三河OLC 83129 

1012 11:34 高橋 雄哉 ときわ走林会 レンタルする 

1013 11:37 松井 健哉 名大ＯＬＣ 122302 

1014 11:40 小暮 喜代志 ES関東C 76925 

1015 11:43 池 陽平 ＯＬＣルーパー 76982 

 

ＷＥ  

番 号 時 刻 氏 名 所 属 Ｅカード 

2001 11:02 酒井 佳子 Ｔｅａｍ Ｓｋｉ－Ｏ レンタルする 

2002 11:05 本間 理紗 東北大OLC 407288 

2003 11:08 渡辺 円香 ES関東C 77045 

2004 11:11 加納 尚子 朱雀OK 483354 

2005 11:14 水野 日香里 椙山女学園大学 121111 

2006 11:17 井手 恵理子 朱雀OK 64158 

2007 11:20 斎藤 早苗 チーム白樺 レンタルする 

2008 11:23 鳥羽 都子 OLCルーパー 76971 

2009 11:26 関谷 麻里絵 朱雀OK 64200 

2010 11:29 金子 しのぶ ワンダラーズ レンタルする 

2011 11:32 皆川 美紀子 みちの会 66123 

2012 11:35 横澤 夕香 ES関東C レンタルする 
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Ｍ２１Ａ  

番 号 時 刻 氏 名 所 属 Ｅカード 

1101 11:01 大塚 友一 京葉OLクラブ 483384 

1102 11:02 沢 厚太朗 名大ＯＬＣ 146690 

1103 11:03 中井 智規 東北大OLC 410188 

1104 11:04 岡部淳 クロマニオンズ 410175 

1105 11:06 石黒 文康 夜酔会 64197 

1106 11:07 木村 洋介 大阪ＯＬＣ 487892 

1107 11:08 八重樫 集 東北大OLC 403905 

1108 11:09 小山 博之 新潟大学OC 79260 

1109 11:11 北原 学 愛知OLC 84292 

1110 11:12 寺村 大 朱雀OK 84298 

1111 11:13 田中 公悟 マッパ 487847 

1112 11:14 久保 貴大 新潟大学OC 79272 

1113 11:16 櫻井 文彦 東北大OLC 407289 

1114 11:17 奥村 理也 OLC吉備路 408547 

1115 11:18 谷川 友太 名古屋大学 84959 

1116 11:19 樋口 一志 朱雀OK 401335 

1117 11:21 中野 茂暢 大阪OLC レンタルする 

1118 11:22 佐藤 悠太 東北大OLC 407538 

1119 11:23 岩倉 毅 OLP兵庫 134719 

1120 11:24 宗形 俊 新潟大学OC 76933 

1121 11:26 福田 雅秀 川越OLC 411454 

1122 11:27 千保 翼 金沢大学OLC 68186 

1123 11:28 藤生 考志 東京ＯＬクラブ 401576 

1124 11:29 足立 辰彦 ＯＬＣルーパー 405384 

1125 11:31 赤坂 太郎 東京都 レンタルする 

1126 11:32 林  真一 名古屋大学 86160 

1127 11:33 川前 紀尚 ＯＬＣふるはうす レンタルする 

1128 11:34 小林 賢太朗 新潟大学OC 76966 

1129 11:36 瀧川 英雄 OLCふるはうす 128813 

1130 11:37 木下 良彦 福井県 レンタルする 

1131 11:38 小野 敦央 東北大OLC 410180 

1132 11:39 小野田 剛太 ＯＬＣルーパー 64097 

1133 11:41 松崎 喜広 大阪府 レンタルする 

1134 11:42 青井 翔 金沢大学OLC 68200 

1135 11:43 後藤陽一 朱雀OK レンタルする 

1136 11:44 前田 洋 富山県 レンタルする 

1137 11:46 仲田 貴幸 OLCふるはうす 488192 
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1138 11:47 三森 総一朗 東北大OLC 407525 

1139 11:48 西田 陽一 ＥＳ関東Ｃ レンタルする 

1140 11:49 櫻木 伸也 浜松ＯＬＣ 409867 

1141 11:51 原田 怜 大阪府 レンタルする 

1142 11:52 宮城島 俊太 みちの会 76917 

1143 11:53 小澤 宏紀 名大OLC 117486 

 

Ｍ３５Ａ  

番 号 時 刻 氏 名 所 属 Ｅカード 

1201 11:01 牧ヶ野 敏明 岐阜ＯＬＣ 407274 

1202 11:03 池田 禎二 愛知県 411147 

1203 11:06 大林 俊彦 大阪ＯＬＣ 140820 

1204 11:08 木村佳司 長野県OL協会 レンタルする 

1205 11:11 沖浦 徹二 大阪OLC 404137 

1206 11:13 田辺 隆洋 福井県 レンタルする 

1207 11:16 永瀬 真一 ＫＯＬＡ レンタルする 

1208 11:18 寺嶋 一樹 ES関東C 408422 

1209 11:21 辻村 歩 OLCふるはうす レンタルする 

1210 11:23 滝  正晴 静岡OLC レンタルする 

1211 11:26 柴田 恭 OLCふるはうす レンタルする 

1212 11:28 小野田 敦 京都OLC・不由径 レンタルする 

1213 11:31 野澤 建央 大阪ＯＬＣ レンタルする 

1214 11:33 多田 茂紀 OLCルーパー 76980 

1215 11:36 山口 敏夫 富山ＯＬＫ レンタルする 

1216 11:38 小林 岳人 ES関東C 400816 

1217 11:41 池田 俊彦 つるまいＯＬＣ レンタルする 

1218 11:43 佐野 弘明 小松市ＯＬＫ レンタルする 

1219 11:46 谷村 正樹 杉風会 76598 

1220 11:48 杉本 光正 ＥＳ関東Ｃ 483406 

1221 11:51 小泉 辰喜 東京ＯＬクラブ 409869 

 

Ｍ５０Ａ  

番 号 時 刻 氏 名 所 属 Ｅカード 

1301 11:01 西田 伸一 ＯＬＣレオ レンタルする 

1302 11:04 伊藤 英夫 愛知ＯＬＣ レンタルする 

1303 11:07 城森 博幸 OLP兵庫 407533 

1304 11:10 難波 泰裕 愛知OLC レンタルする 

1305 11:13 中原 信一 大阪ＯＬＣ 405721 
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1306 11:16 小八重 善裕 鈴亀ＯＬＣ 411323 

1307 11:19 宮崎 敦司 （無所属） 79414 

1308 11:22 山本 博司 東京都 408418 

1309 11:25 新家 秀男 中京ＯＣ 406432 

1310 11:28 石井 博昭 ＯＬＰ兵庫 レンタルする 

1311 11:31 加藤 昭治 愛知ＯＬＣ レンタルする 

1312 11:34 伊藤 誠厚 三重県庁ＯＬＣ 408451 

1313 11:37 福田 良雄 ＯＬＰ吉備路 410209 

1314 11:40 佐藤 政明 大府市 410143 

 

Ｍ６５Ａ  

番 号 時 刻 氏 名 所 属 Ｅカード 

1401 11:02 金子 八三 松阪OLC 409834 

1402 11:05 成瀬 行雄 富山ＯＬＫ レンタルする 

1403 11:08 森田 輝雄 金沢ＯＬＫ レンタルする 

1404 11:11 金井 一 高崎ＯＬＣ 409843 

1405 11:14 柴田 喜一 つるまいOLC 409786 

1406 11:17 辻村 修 コンターズ レンタルする 

1407 11:20 永元 秀和 京葉ＯＬクラブ レンタルする 

1408 11:23 藤田 弘 小松市ＯＬＫ レンタルする 

1409 11:26 高原 進 日本スキーＯ 483412 

1410 11:29 磯部 貞夫 ＯＬＰ兵庫 403783 

1411 11:32 小幡 昭次 三河OLC 140952 

1412 11:35 生田 喬也 岐阜ＯＬＣ レンタルする 

 

Ｍ２０Ａ  

番 号 時 刻 氏 名 所 属 Ｅカード 

1501 11:07 高島 拓也 金沢大学OLC 68215 

1502 11:09 二階堂 晋作 新潟大学OC 76999 

1503 11:12 瀧本 拓央 名大PAL'ｓ 122308 

1504 11:14 三井 貴寛 金沢大学OLC 68222 

1505 11:17 菅谷 裕志 名大OLC 92848 

1506 11:19 辻  晃 金沢大学OLC 68216 

1507 11:22 庄田 陸平 静大OLC 113524 

1508 11:24 北  翔太 金沢大学OLC 68220 

1509 11:27 竹田 駿介 静大OLC 113505 

1510 11:29 金津 壮一郎 金沢大学OLC 68219 

1511 11:32 小林 春樹 東北大OLC 410206 
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1512 11:34 横田 勇輝 金沢大学OLC 68217 

1513 11:37 三善 研吾 名大OLC 146686 

1514 11:39 高田 翔午 金沢大学OLC 68221 

1515 11:42 深澤 至貴 東北大OLC 410155 

1516 11:44 石坂 翼樹 金沢大学OLC 68218 

 

番 号 時 刻 氏 名 所 属 Ｅカード 

Ｍ１８Ａ  

1601 11:02 木村友佳 長野高専 407503 

Ｍ１５Ａ  

1602 11:03 牧ヶ野 智央 岐阜ＯＬＣ 407275 

1603 11:09 田中 慈英 マッパ レンタルする 

 

番 号 時 刻 氏 名 所 属 Ｅカード 

Ｗ２１Ａ  

2101 11:03 若山 亜美里 静大OLC 113498 

2102 11:06 宮川 早穂 ES関東C 409853 

2103 11:09 小玉 千晴 椙山OLC 122323 

2104 11:12 江幡 禎子 東北大OLC 405201 

2105 11:18 松本 知佐子 朱雀ＯＫ 83038 

2106 11:21 鈴木 聡子 東北大OLC 410070 

2107 11:24 寺嶋 貴美江 ES関東C 410125 

Ｗ３５Ａ  

2108 11:27 佐野 千恵美 小松市ＯＬＫ レンタルする 

Ｗ５０Ａ  

2109 11:27 山本 陽子 東京都 408454 

2110 11:33 吉岡 康子 ＯＬＣ吉備路 410205 

Ｗ６５Ａ  

2111 11:15 芝  聖子 ＯＬＰ兵庫 レンタルする 

2112 11:21 辻村 紀子 コンターズ レンタルする 

Ｗ２０Ａ  

2113 11:04 大沼 由佳 東北大OLC 410200 
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番 号 時 刻 氏 名 所 属 Ｅカード 

ＭＢ  

1701 11:10 滝  雄介 静岡OLC レンタルする 

1702 11:15 世良 清 三重大学 139815 

1703 11:20 滝  晴樹 静岡OLC レンタルする 

1704 11:25 土屋 武 愛知ＯＬＣ レンタルする 

ＷＢ  

2701 11:05 沖浦 有樹 大阪OLC レンタルする 

 

Ｎ  

3001 当日指定 小中 としえ 富山県  

3002 当日指定 吉田 桃子 東京都  

3003 当日指定 吉田 菜々子 東京都  

3004 当日指定 吉田 耕平 東京都  

Ｇ  

3005 当日指定 林 周平 岐阜県  

3006 当日指定 林 みゆき 岐阜県  

 


