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 歓迎の言葉・ご挨拶 
 

矢板市長 
齋藤 淳一郎 

 
2021年度日本学生オリエンテーリング選手権大会

が、ここ矢板市で開催され、全国から多くの選手の皆
様にお越しいただきますことは誠に喜ばしく、心か
ら歓迎申し上げます。 

矢板市は、自然豊かな地であり、北にそびえる高原
山の麓の八方ヶ原はレンゲツツジの群生地で、その
オレンジ色と緑のコントラストの美しさは絶景で、
緩やかな美林が広がるオリエンテーリングの「聖地」
と称されております。 

また、地方創生の取り組みの一環として、スポーツ
と観光を結び付けたスポーツツーリズムを推進し、
交流人口の増加と地域経済の活性化に取り組んでお
ります。その中でも、過去7回の全日本学生選手権大
会、それに伴うトレーニングイベント等、数多くの機
会に当市へお越しいただく学生オリエンテーリング
関係者の皆様には、この場をお借りして感謝申し上
げます。大会を通じて地域の方々や参加された皆様
との交流が図られれば幸いです。 

さて、来年の令和4年に開催される「いちご一会と
ちぎ国体」におきまして、デモンストレーションスポ
ーツであるオリエンテーリングがここ矢板市で開催
されます。選手としてはもちろん、競技運営に携わる
立場として、再びこの地でお会いできることを楽し
みにしております。 

結びに、新型コロナウイルスの感染拡大により、ス
ポーツイベントの中止・延期が余儀なくされる中、
様々な感染症対策に取り組む等、大会開催にあたり
ご尽力いただいた日本学生オリエンテーリング選手
権大会実行委員会をはじめ、関係各位に深く敬意を
表するとともに、本大会が、参加される選手の皆様に
とって思い出深い大会となることをご祈念申し上げ
まして、歓迎のあいさつといたします。 

日本学生オリエンテーリング連盟会長 
河合 利幸 

 
春のインカレが 2 年連続中止となってしまう厳し

い状況の中、スプリント・ロングとも予定どおり開催
の方向で進んでいること、大変喜ばしく思います。願
わくば新型コロナの感染状況が落ち着いたままで大
会当日を迎えられればよいのですが、こればかりは
我々だけの努力ではどうにもなりません。とはいえ、
感染拡大防止策を日頃から着実に実施することは不
可欠です。開催を許可していただいた地元に対する
責務でもあります。 

様々なオリエンテーリングイベントが中止や延期
に追い込まれる中、大学からは活動を規制され、思っ
たように新入部員を獲得できていないクラブも少な
くないことでしょう。一方で、私の地元関西では、ICT
の活用も含めて工夫をしたことで、平常時に近い新
人を獲得できていると聞いています。思えばオンラ
インで授業やミーティングをすることはもはや日常
です。もしかしたら、オンラインでの関係以上のもの
を求める力が働き、部活参加につながっているのか
もしれません。新人の育成に関しては課題があるも
のの、コロナ前にはなかったツールの、場所や時間を
選ばないというメリットを最大限活動に生かし、苦
境を乗り越えていってほしいと思います。今回は、特
例で学連登録 2 年目の学生も新人クラスにオープン
参加できます。各自の実力に見合ったクラスでイン
カレを大いに満喫するとともに、今後のモチベーシ
ョンにつなげてください。 

参加を希望するクラブすべてが参加できればよい
のですが、難しいでしょうか。であれば、せめてライ
ブ配信がその穴埋めとなればと思います。私自身、諸
事情により今回も会場に行くことができませんが、
参加する選手の皆さんの活躍を期待しています。 

最後になりましたが、未曾有の事態の中、多忙な
日々の合間を縫って準備に当たっていただいた実行
委員会とその関係者の皆さんに改めて感謝いたしま
す。栃木県及び矢板市・塩谷町の地元関係者の皆様に
は、様々な面でご指導ご協力をいただきました。主催
者の日本学連を代表して、厚く御礼を申し上げます。 
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日本学生オリエンテーリング連盟 幹事長 
若月 俊宏 

 
新型コロナウイルスの感染拡大により、学生オリ

エンテーリング界はこの１年半余りで大きな打撃
を受けました。春インカレは２年連続で中止となり、
多くの学生大会が中止や延期、縮小開催を余儀なく
されました。毎日の感染者数の報道に振り回されな
がら、「セレクションだけは耐えてくれ…！」「イ
ンカレだけは耐えてくれ…！」と願っていた学生も
たくさんいるのではないでしょうか。私もその一人
です。苦しみながらも各地区学連でセレクションが
実施され、感染拡大が抑えられつつある状況の中で
本大会の開催に向けた準備が進んでいること、非常
に嬉しく思います。 

ご存知の通り、オリエンテーリングという競技は、
本当にたくさんの人々が関わって初めて成り立っ
ています。とりわけインカレは、地元の皆様のご理
解・ご協力や運営に関わる皆様の並々ならぬ努力が
あることはもちろんですが、学生オリエンテーリン
グ界を守り、繋いできた偉大な先人たちの願いや努
力の積み重ねの上に成り立っているということを
忘れてはいけません。 

熱い戦いが繰り広げられ、それに相応しい舞台が
用意される。そしてそれが何十年と続いてきたから
こそ、インカレは特別であり尊いものなのだと私は
思います。また、コロナ禍でのイベント開催には金
銭面での課題がつきものですが、本大会の開催判断
に当たっての強気な決断も、過去学連に関わってき
た先人たちやインカレを愛する多くのOB・OGの皆
様のご支援があって初めて実現したものです。学生
の皆さんはどうか感謝の気持ちを忘れず、今度はわ
たしたちがインカレを後世に繋いでいくというこ
とを意識しながら、本大会に臨んでいただければと
思います。 

インカレの主役は紛れもなく私たちです。近年、
学連ではインカレの継続性が度々議論に上がって
いますが、大前提、主役の輝きなしにドラマは続き
ません。ぜひ、最高の舞台を思い切り楽しみ、盛り
上げていきましょう！ 

末筆ながら、今大会の開催に際してご尽力賜りま
した全ての皆様に学生を代表して厚く御礼申し上
げます。 

スプリント競技部門 実行委員長 
吉澤 雄大 

 

今年度もインカレスプリント・ロングが開催でき
ることを喜ばしく思います。2015 年から始まったイ
ンカレスプリントは今年で 7 回目になります。 

コロナ禍でスプリントの大会全般が開催危機に陥
りました。一般の方がいるところで開催するという
性質から、その開催の難易度はフォレスト以上だっ
たように思います。昨年度全日本スプリントは開催
中止、その後も大きな大会は数えるほどしか開催で
きていないどころか、近くの公園でやることも簡単
には叶わない、関東・北東のスプリントセレも 3 度
の開催地変更に悩まされる状況でした。そうした状
況だったからこそ、学生の競う一番の舞台はなんと
か守りたいと率直に思いながら、我々も準備をして
きました。現在もコロナは完全に終息したわけでは
なく予断を許さない状態ですが、今回開催が叶うと
いうこと、また、スプリントという競技に向き合って
きた学生に光が当たるというのは大変嬉しいことで
す。 

本大会は紆余曲折があり栃木での開催になったと
いう経緯があります。しかし、安心してください。こ
うした中でも私たちはインカレにふさわしい舞台を
準備できていると確信しています。開催の不安があ
ったのは運営だけでなく学生の皆さんも同じかと思
います。モチベーションを絶やさず、インカレに向け
て努力してきたというのは簡単なことではなく、素
晴らしいことです。本番で力を発揮してくれること
を期待します。 

さて、スプリント実行委員長なのにロングの話を
して恐縮ですが、「前高原」は私が大学 3 年のときの
秋インカレで選手権を走った思い入れのあるテレイ
ンです。大会までオリエンテーリングに向き合い、悩
み、準備したプロセス。仲間とともに過ごした時間。
当日はひどいレースをしてしまい閉会式の最中に帰
ってきたのに、最後まで応援されていて感動したこ
と。社会に出て数年経った今でも自分のかけがえの
ない思い出ですし、あのインカレがあって自分が変
わることができたと思っています。インカレがあっ
て良かったと強く思います。選手権・一般を問わず、
インカレにはひとりひとりのドラマがあります。皆
さんにとってもインカレという舞台が記憶に残る素
晴らしいものになることを祈っています。 

最後に、このような状況下で競技の場を提供頂い
た地元の矢板市・塩谷町の方々、簡単でない渉外に尽
力された山川さん、日本学連の皆さん、ご支援を頂い
た方々、参加者の方々、日々一緒に準備している運営
者の方々、開催にあたりご協力頂いている全ての方
に感謝して、実行委員長挨拶とさせていただきます。 
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ロング・ディスタンス競技部門 実行委員長 
前中 脩人 

 
いよいよ秋インカレが近づいてきました。1 年前に

は、こうしてご挨拶させていただく立場になるとは
思ってもいませんでした。不思議な気持ちがする一
方で、卒業して 5 年が経ってもインカレに関わるこ
とができることを嬉しく思います。 

さて、この要項が発行されているということは、
2021 年度インカレスプリント・ロングが開催に向か
って動いているということです。決して開催を確約
できる状況ではありませんが、学生選手権としての、
大学オリエンテーリングの祭典としてのインカレを
提供するため、運営者一同全力を尽くしています。 

昨年に引き続き、新型コロナウイルスの影響が続
く情勢下で、多くの人がオリエンテーリングの機会
を奪われていることと思います。私自身も、いち競技
者としてもどかしい日々を送っています。そんな中
で開催された先日の全日本ミドル・ロングには、本当
に救われました。運営者の方々には感謝してもしき
れません。同じように私たちも、このような状況だか
らこそ、インカレは絶対に走ってほしい、開催したい
という思いで運営に当たっています。 

そして、このような状況だからこそ、参加される学
生の皆さんにはオリエンテーリングを全力で楽しん
でいただきたいと思います。これだけ熱くなれる舞
台は、人生のうちでもそうはありません。どのような
状況でも、思うように練習ができていてもいなくて
も、1 年目でも 4 年目でも、走るのがどのクラスで
も、誰にとってもインカレは劇的だと私は信じてい
ます。いち運営者として、熱い気持ちのぶつかり合い
を楽しみにしています。 

最後になりましたが、難しい情勢の中で本大会の
開催にご理解をいただいた、矢板市および塩谷町の
皆様に感謝申し上げます。矢板地区での秋インカレ
は 2 年連続となりますが、矢板地区だからこそ可能
だったことと実感しております。また、実行委員会と
地元の皆様との間に立って渉外を一手に引き受けて
くださっている山川氏に感謝いたします。そして、イ
ンカレ開催のために集結した実行委員会の皆様、
我々と連携してインカレに向けて動いてくださって
いる学連幹事会の皆様、いつもありがとうございま
す。助けられてばかりです。 

多くの人にとって素晴らしいインカレとなること
を願い、ご挨拶とさせていただきます。 
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1 

 
はじめに 

 
1.1 開催内容 
本大会では、日本学生オリエンテーリング選手権実施規則 2.1 に定められた『スプリント競技

部門』『ロング・ディスタンス競技部門』(以下、選手権の部)を開催します。同時に、選手権の部
に出場しない日本学連加盟員のための競技部門(以下、一般の部)を開催します。 
 
1.2 略称、呼称 
要項3では、以下の略称、呼称を使用することがあります。 

 
分類 略称、呼称 正式名称、備考 
大会 インカレ 日本学生オリエンテーリング選手権大会 

規則 
・ 

規程 

インカレ実施規則 日本学生オリエンテーリング選手権実施規則 

ISCD2018 International Specification for Control Descriptions 2018 
ISSprOM2019 International Specification for Sprint Orienteering Maps 2019 
ISOM2017-2 International Specification for Orienteering Maps 2017 

組織 日本学連 日本学生オリエンテーリング連盟 

競技部門 
・ 

クラス 

スプリント スプリント競技部門 
ロング ロング・ディスタンス競技部門 

選手権の部 
インカレ実施規則2.1に定められた 

スプリント競技部門またはロング・ディスタンス競技部門 
一般の部 選手権の部に出場しない日本学連加盟員のための競技部門 

 
1.3 用語説明 
要項3では、競技に関して以下の用語を使用することがあります。 

 
用語 意味 

タイムスタート 
スタート時間になったらパンチすることなくそのまま出走するスタート方式 

(スプリントで採用) 
リフトアップ 

スタート 
スタートユニットからEカードを離して出走するスタート方式 
(ロングで採用) 

走り抜け 
フィニッシュ 

フィニッシュ・ライン通過時を正式なフィニッシュタイムとする方式 
(スプリントで採用) 

パンチング 
フィニッシュ 

フィニッシュ・ライン通過時をフィニッシュタイムとする方式とは異なり、フ
ィニッシュを示すユニットにて記録した時刻を正式なフィニッシュタイムと
する方式(ロングで採用) 
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2 
 

タイムテーブル 
 
2.1 11 月 20 日(土) スプリント 
時刻 選手権の部 

7:45 
スタート待機所 開場 会場・駐車場 開場 

受付開始 

9:00 スタート待機所 入場締め切り 
受付終了 

受付終了 
競技開始 

11:20  スタート閉鎖 

11:50 コントロールガード招集開始 フィニッシュ閉鎖 

13:20 競技開始  

15:15 スタート閉鎖  

15:45 フィニッシュ閉鎖  

16:00 表彰式 

16:15 調査依頼受付締め切り  

16:30 会場閉鎖 

 
2.2 11 月 21 日(日) ロング 
時刻 選手権の部 一般の部 
7:30 スタート待機所 開場 会場・駐車場 開場 

9:00 スタート待機所 入場締め切り 競技開始 

10:30  スタート閉鎖 

11:00 競技開始  

12:30  フィニッシュ閉鎖 

13:02 スタート閉鎖  

15:15 表彰式・閉会式 

15:17 フィニッシュ閉鎖  

15:47 調査依頼受付締め切り  

16:15 会場閉鎖 
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3 

 
大会全般 

 

主管者の連絡先を以下に示します。大会当日は基本的に電話で、それ以外の期間はメールで連
絡してください。 
▼大会当日 
・スプリント競技部門（11月20日（土））  

実行委員長 :  吉澤 雄大 
TEL : 080-3512-5208 

・ロング・ディスタンス競技部門（11月21日（日）） 
実行委員長 :  前中 脩人 

TEL : 080-6525-5685 
▼大会当日以外 

メール : icsl2021_info@googlegroups.com 
 
3.2 大会公式Webサイト 
http://www.orienteering.com/~icsl2021/ 

 
3.3 立入禁止区域 
本大会への参加を予定している者(チームオフィシャル含む)は、本大会終了までの期間、

次ページ以降に示す立入禁止区域にて、各種目における禁止事項を行わないように遵守くだ
さい(但し、競技参加時を除く)。立入禁止区域の詳細は地図をご覧ください。なお、立入禁止
区域周辺道路の利用は妨げません。  

 
立入禁止区域の設定に伴い、以下のテレインをクローズします。 
「矢板塩田」 2016 年 日本学生オリエンテーリング連盟作成 
「前高原 2016」 2016 年 日本学生オリエンテーリング連盟作成 
「番匠峰古墳Ⅱ」 2006 年 日本学生オリエンテーリング連盟作成 
「矢板片俣」 2017 年 日本学生オリエンテーリング連盟作成 
「矢板運動公園」 2006 年 日本学生オリエンテーリング連盟作成 
 
クローズテレインのうち、「前高原 2016」および「矢板運動公園」の地図は、大会公式 Web サ

イトにて公開します。 
  

3.1 主管者の連絡先 
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◆スプリント競技部門 栃木県矢板市 矢板運動公園周辺 
 禁止事項：下記紫枠線内への観光などを含むすべての立入 

 
地理院地図(国土地理院)を加工して作成 

 
◆ロング・ディスタンス競技部門 栃木県矢板市・塩谷郡塩谷町 
 禁止事項：下記紫枠線内へのオリエンテーリング目的(テレイン視察含む)での立入 

 
地理院地図(国土地理院)を加工して作成 
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3.4 トレーニングテレイン・モデルイベント 
設けません。 
 
3.5 受付 
本大会の受付は、スプリント・ロングともにスプリント開催日に行います。スプリント選手権

の部の受付はスプリント選手権スタート待機所にて、スプリント一般の部およびロングの受付は
スプリント大会本部にて行います。 
受付時間は 7:45～9:00です。 
配布物は大学ごとにまとめてお渡しします。 
なお、ロングのみ参加とする大学の受付は、ロング開催日に個別に行います。 
受付で待機の際は大会役員の指示に従い、前後の人と間隔を確保してください。 

 

<配布物提供> 
・レンタル SI カード 
・レンタル SI カード一覧表 
・レンタル E カード 
・レンタル E カード番号一覧表 
・バックアップラベル 
・ナンバーカード 
・スタート地区までの誘導地図（スプリント

選手権の部のみ） 
 
<チームオフィシャルの変更> 
当日のチームオフィシャル変更は、変更後

のチームオフィシャルが 2 週間前からの行動
履歴の記録があること、および感染拡大防止
ガイドライン記載の参加見合わせ事項に該

当しないことを条件に認めます。 
 

<Eカード番号の変更> 
個人所有の E カードの使用を申請した者が、

E カード番号の変更を希望する場合は、受付
に備え付けの用紙に変更内容を記入し、受付
に提出してください。 

また、事前申し込みで個人所有の E カード
の使用を申請した者が、レンタル E カードを
希望する場合は、別途、レンタル料(300 円/
日)が必要です。 

申請した番号と異なる E カードを無断で使
用した場合は失格とすることがあります。 

 
 

 
3.6 選手変更申請 
選手変更は、スプリント、ロング共に選手権の部のみ受け付けます。申請は各地区学連単位で

受け付けます。選手交代を行う地区学連は、以下の通り申請を行ってください。 
▼必要事項 
・地区学連名 ・対象クラス(ME/WE) ・欠場する選手の氏名、学校名、 
・交代出場する選手の氏名、学校名、学年、E カードのレンタル有無、マイ E カード番号 
▼申請方法 

各競技前日 16:00 までに、大会主管者(icsl2021_info@googlegroups.com)までメールにて申
請してください。上記の必要事項が記載されていれば、様式は問いません。 
 
3.7 欠場連絡 
受付の際に必ず欠席者の申告をしてください。大学単位で欠場する場合など、当日会場に来場

できない場合は大会主管者(icsl2021_info@googlegroups.com)までメールでの連絡をお願いし
ます。 

 
3.8 観戦 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、選手権の部・一般の部出場者およびチームオフィ

シャル以外は会場内への立ち入りは認めません。 
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選手権の部において中継映像を含むライブ配信の公開を行います。それぞれ専用のサイト(下記
URL)にアクセスすることで、自身の PC やタブレット、スマートフォンから観戦できます。 

 
ライブ配信 
 スプリント競技部門 2021 年 11 月 20 日 12:50 開始予定 
  https://youtu.be/WewDE4PmF84 
 ロング・ディスタンス競技部門 2021 年 11 月 21 日 11:50 開始予定 
  https://youtu.be/sLG-XoVFIOo 
 日本学生オリエンテーリング連盟 YouTube チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCURZtSvflNZ3rRyks9EKXXQ/ 
 
3.9 大会適用規則 
本大会では、インカレ実施規則が適用されますが、下記の条項を不適用条項とします。 
実施規則は下記からご確認になれます。 
(http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=6&itemid=53) 

 
▼不適用条項とその変更内容 
1.4 
インカレ実施規則で定められた事項を、当該
インカレに限定して不適用とし、変更する必
要がある場合、2か月前までに理事会へ申し
出なければならない。また、不適用条項は技
術委員会の諮問及び理事会の承認を必要と
する。不適用条項と変更内容は、要項に明記
される。 
＜変更内容＞ 
要項3発行以降はイベント・アドバイザーに
て承認を行い、公式掲示板に掲示します。 
 
4.7 
(前略)各校に認められるチームオフィシャル
の人数は、以下のとおりとする。 
・男子クラスの選手権への選手登録に対して、
2名 
・女子クラスの選手権への選手登録に対して、
2名  

＜変更内容＞ 
選手権クラス/一般クラス問わずチームオフ
ィシャルを帯同させることができます。 
 
10.1 
競技者およびチーム・オフィシャルは、競技
者、あるいは主管者の規則に対する違反につ
いての調査依頼を行うことができる。調査依
頼は、主管者に対し文書で行う。成績速報に
関する調査依頼は、フィニッシュ閉鎖後1時
間以内に行う。 
＜変更内容＞ 
成績速報に関する調査依頼は、フィニッシュ
閉鎖後30分以内に行います。
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3.10 過去の気象情報 
過去 5 年間の 11 月 20 日の、栃木県塩谷郡塩谷町周辺における気象情報を以下に示します。 

 
日付 

気温 [℃] 日照 
時間 
[h] 

降水量 
[mm] 

平均 
風速 
[m/s] 最高 最低 平均 

2020年 11月20日 19.9 11.4 14.8 0.3 0.0 3.1 

2019年 11月20日 10.8 -0.6 6.6 9.1 0.0 3.0 

2018年 11月20日 13.5 1.0 7.1 6.0 0.0 3.2 

2017年 11月20日 7.0 -3.8 0.9 1.5 0.0 0.9 

2016年 11月20日 13.9 3.8 9.0 0.7 0.0 0.9 

 
3.11 傷害保険 
傷害保険は大会期間における競技の最中及び自宅から会場までの往復途上に適用されます。怪

我等により治療を受けた場合は、以下のとおり保険金が支払われます。 
・死亡、後遺障害・・・110 万円 
・入院・・・・・・・・1,500 円/日 (180 日限度) 
・通院・・・・・・・・1,000 円/日 (事故の日から 180 日以内で 90 日限度) 

参加者は、健康保険証と本人確認書類(運転免許証等)を持参してください。 
この傷害保険についての問合せ・保険の請求等については、実行委員会までご連絡ください。 

 
3.12 忘れ物 
本大会の忘れ物は、大会終了後約1ヶ月間保管します。忘れ物の情報は、大会公式Webサイトに

てお知らせします。 
 
3.13 地図販売 
Japan-O-entrY(https://japan-o-entry.com/event/view/861)での事前予約のみ受け付けます。 

 
3.14 大会中止時の対応 
以下の場合には、大会を中止します。ご了承ください。 

・天候悪化や感染症流行などの事情により、主管者が参加者の安全を確保できないと判断した場
合。 

・周辺交通機関・道路状況のトラブル等により、参加者の大半が来場できない場合、または来場
できないと予想される場合。 

・開催地自治体（栃木県・矢板市・塩谷郡塩谷町のいずれか）による中止要請があった場合。 
・その他主催者が開催をできないと判断したとき。 

大会中止時の案内は、両日ともに朝 6:00 までに大会公式 Web サイトに掲載します。 
  
3.15 新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する注意事項 
▼大会参加前 
・大会への参加は、自分自身の健康状態を十分考え、絶対に無理はしないでください。参加に当

たっては、以下に示す注意事項に従い、感染の恐れがある場合は参加を控えてください。 
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のインストールおよび運用を行ってください。接
触通知があった場合は、必ず事前に実行委員会に連絡し相談してください。 

・大学スポーツ協会による「ONE TAP SPORTS for UNIVAS」の『体調チェック機能』により、

▼観測地点 
栃木県 塩谷 
北緯 36 度 45.4 分 
東経 139 度 53.0 分 
▼参考情報 
気象庁ホームページの 
気象統計情報 
http://www.data.jma.go.jp
/obd/stats/etrn/index.php 
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大会二週間前から大会後一週間（11月 6日～11月 28日）の体調記録を義務とします。また、
大会当日の記録には「濃厚接触の有無」と「海外渡航歴」について『健康状態についてのコメ
ント』に回答すること。どちらも該当しない場合は「該当なし」と回答してください。なお、
「ONE TAP SPORTS for UNIVAS」についての詳細はこちらをご確認ください。 

▼大会参加中 
・会場および選手権待機所の入場時には検温を行います。体温が 37.5℃以上の場合は入場を認め
ません。 

・競技中以外はマスクまたはバフ等で口元を覆い、飛沫拡散の防止に努めてください。 
・会場内の複数箇所に消毒用アルコールを設置します。不特定多数の方が触れる可能性のあるも

のを扱う際には、手指の消毒をお願いします。 
・大声での応援は控えてください。各大学で感染拡大防止・ソーシャルディスタンスの確保に配

慮した上で、応援の方法を工夫してください。 
・その他、大会参加にあたっては以下に示すガイドラインに従って行動してください。 
日本学生オリエンテーリング選手権大会開催における新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン： 
http://www.orienteering.com/~icsl2021/documents/guideline.pdf 

▼大会参加後 
・大会開催後 2 週間以内に新型コロナウイルスへの感染が発覚した場合は、速やかに大会主管者

(icsl2021_info@googlegroups.com)まで連絡してください。 
 
3.16 その他の注意事項 
▼各種通信機器の使用に関する注意 
・競技の公平性担保のため、選手権の部出走者およびチームオフィシャルは、スタート待機所お

よび選手権の部スタート地区において、スマートフォン等各種通信機器の使用を禁止します。 
・また、会場、一般の部スタート地区および誘導区間では、一般の部出走者およびチームオフィ
シャルも、スプリントは 7:45～9:00、ロングは 7:30～9:00 の時間に限り、同様の通信機器の
使用を禁止します。 

・通信機器を使用した場合、学校単位で失格とする場合があります。やむを得ず通信機器を使用
する場合は、大会本部にて使用の許可を必ず得てください。 

・上記の理由により、プログラムは該当箇所を事前に印刷することを推奨します。 
▼GPS機器の使用に関する注意 
・GPS による位置情報ログの取得が可能な時計等の通信機器について、競技補助目的・地図閲覧
目的での使用を禁止します。 

▼撮影・広報に関する注意 
・本大会では、大学スポーツ協会(UNIVAS)および実行委員会による写真・映像の記録を実施しま

す。競技エリア内での競技風景の撮影(追走含む)やドローンによる空撮を予定しています。 
・大会の様子は「UNIVAS」のホームページでアーカイブ配信が予定されています。撮影は、競技

運営の妨げにならないよう配慮しておりますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 
・大会に出場する選手の情報については、大会プログラムへの掲載、会場内での成績表配布や場

内アナウンス、加盟団体や関係機関、マスメディア等の報道機関への情報提供、送付(ホームペ
ージ掲載を含む)、本連盟の公式ホームページ、Facebook 等の SNS への画像や映像の掲載を行
うことがあります。 

・また、本大会で実行委員会が撮影したすべての写真・映像は、大会報告書およびオリエンテー
リングの普及・広報活動(新聞、雑誌、広報誌、Web サイト、チラシ等)のために利用させてい
ただくことがあります。 

・登録選手は、日本学生オリエンテーリング連盟が主催する試合、大会において、選手の肖像、
映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)が報道、放送されること及び当該報道、放送に関す
る選手の肖像等に関する使用の許諾を与えるものとします。 
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▼その他の注意 
・テレイン内(会場含む)には要項およびテクニカルミーティング資料を除く、立入禁止区域内の

地図およびそれに類するもの(O-Map、行政図、写真、イラストなど)の持込を禁止します。持
ち込んだことが発覚した場合は、学校単位での失格などの措置を取る場合があります。 

・テレイン内での火気の使用、飲酒は禁止します。 
・会場内では危険防止のため、競技時以外に走らないようにしてください。特に、応援時に会場
内を走り回ることを固く禁止します。 

・すべての競技者、チームオフィシャルは、競技より優先される不慮の事故が発生した場合には、
最寄りの役員、もしくは大会本部に連絡してください。 

・自分で出したゴミは必ずお持ち帰りください。 
・参加者が自分自身あるいは第三者へ与えた損傷、損害、損失について、主催者、主管者はその

責任を負いません。 
・貴重品や車等の管理は各自でお願いします。紛失、盗難、破損に対し主催者、主管者は一切責

任を負いません。 

  



 

 
Page 14 2021 年度 日本学生オリエンテーリング選手権大会 スプリント、ロング・ディスタンス競技部門 要項 3.0 

 
4 

 
会場へのアクセス 

 
 
4.1 会場所在地 
▼スプリント 

会場・一般の部駐車場 ：矢板運動公園陸上競技場（緑新スタジアム YAITA） 
 (栃木県矢板市幸岡 1955) 

選手権の部スタート待機所：城の湯やすらぎの里 第二駐車場 (栃木県矢板市川崎反町 204-5) 
▼ロング 

会場・一般の部駐車場 ：矢板運動公園陸上競技場（緑新スタジアム YAITA） 
 (栃木県矢板市幸岡 1955) 

選手権の部スタート待機所：塩田ダム駐車場 (栃木県矢板塩田) 
 
4.2 アクセスマップ 
▼スプリント 
 

 

©Google map を加工して作成 
  

選手権
待機所

会場に向かう際は、
矢印のとおり
正面入口から

ご来場ください

会場

※野球場方面からは
ご来場できません
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▼ロング 
 
＜広域図＞ 

 
©Google map を加工して作成 

＜選手権待機所（詳細図）＞ 

 
©Google map を加工して作成 
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4.3 アクセス 
必ず上記の指定経路に従ってお越しください。両日ともに、選手権の部の出場者が競技前に会

場へ入場することはできません。 
▼車・タクシーの場合 

出場するクラスに従って指定の駐車場をご利用ください。両日ともに、選手権の部の出場者お
よび帯同するチームオフィシャルと、一般の部の出場者および帯同するチームオフィシャルが同
一の車に乗車している場合、前者を選手権の部スタート待機所にて下車させた後、後者のみ会場
へお越しください。 

なお、ロング選手権の部スタート待機所は、駐車スペースに限りがあるため、駐車する車は各
学校1台を上限とします。降車場まで輸送することは妨げません。 
▼チャーターバスの場合 
事前に申し出のあった学校のみ対応します。必ず11月12日（金）までに大会主管者

(icsl2021_info@googlegroups.com)へその旨をご連絡ください。 
スプリントについて、選手権の部出場者および帯同するチームオフィシャルが乗車している場

合、選手権の部スタート待機所前にて該当する者が下車した後、会場へお越しください。 
ロングについて、選手権の部スタート待機所へは運営者の車にて選手及びチームオフィシャル

を輸送します。選手権の部出場者および帯同するチームオフィシャルが乗車している場合、待機
所輸送出発地点にて該当する者が下車した後、会場へお越しください。 
▽ロング選手権の部スタート待機所への輸送 
ロング選手権の部スタート待機所への輸送を以下の内容で行います。 

・待機所輸送出発地点：旧長井小（こちらまでは各自でお越しください） 
・輸送の時刻：8:00、8:30の計2便 
必ず11月12日（金）までに大会主管者(icsl2021_info@googlegroups.com)へその旨をご連絡

ください。 
▼公共交通機関の場合 

JR矢板駅から路線バスまたは徒歩でお越しください。 
ロングについて、スタート待機所への輸送を希望する場合は、上記に従い必ず事前にご連絡く

ださい。 
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5 

 
競技情報 

 

5.1 競技形式 
・11月20日(土)：スプリント 
・11月21日(日)：ロング  
5.2 地図仕様 

 スプリント ロング 

縮尺／等
高線間隔 1:4,000／2.5m 

<選手権の部> 
1:15,000／5m 
<一般の部> 
1:10,000／5m 

走行 
可能度 4 段階表記 

地図表記 ISSprOM2019 
準拠 

ISOM2017-2 
準拠 

耐水性 透明ビニール袋封入済み 
コントロ

ール 
位置説明 

ISCD2018 準拠 

特殊記号 
目立つ人工
特徴物 

（祠など） 

人工特徴物 

炭焼き窯跡 

墓 

きのこ栽培地 

 
5.3 コントロール位置説明表 
コントロール位置説明表は地図に印刷さ

れています。また、スタート地区にて配布し
ます。コントロール位置説明表のサイズは以
下のとおりです。 
▼スプリント 

縦180mm×横60mm以内 
▼ロング 

縦200mm×横60mm以内 
 
5.4 コース概要・競技時間 

スプリント競技 
コース設定者：北見 匠 

選手権の部 競技時間：30 分 

 

クラス 距離 
[km] 

登距離 
[m] 

優勝 
設定 
[分] 

 ME 3.5 80 14 

 WE 2.7 65 14 
一般の部 競技時間：30 分 

 
 MUA1 2.6 90 12 

 MUA2 2.6 90 12 

 WUA 2.2 80 12 

 MUF1 2.3 75 12 

 MUF2 2.2 75 12 

 WUF 1.7 45 12 

・申し込み多数のクラスは、申し込み人数に応
じて複数のクラスに分割しました。 

・距離はスタートからすべてのコントロール
を経由したフィニッシュまでの実走距離、登
距離は最速と予想されるルートでの値です。 

・選手権の部のコースの舗装された区間の割
合は約40%、オープン及び同等の区間の割合
は約55%、その他の区間の割合は約5%です。 

・競技時間を超えた選手は失格となります。そ
の場合は、競技中でも速やかにフィニッシュ
に向かってください。 

 
ロング・ディスタンス競技 
コース設定者：濱宇津 佑亮 

選手権の部 競技時間：2時間15分 

 

クラス 距離 
[km] 

登距離 
[m] 

優勝 
設定 
[分] 

給水位置 
[%] 

 ME 10.2 500 80 30,50,80 

 WE 7.0 310 65 40,75 

一般の部 競技時間：2時間00分 

 

 MUL1 4.4 240 40 - 

 MUL2 4.5 245 40 - 

 WUL 2.9 145 35 - 

 MUS 3.0 140 30 - 

 WUS 2.5 140 35 - 

 MUF1 2.9 125 25 - 

 MUF2 3.0 125 25 - 

 WUF 1.7 60 20 - 

・申し込み多数のクラスは、申し込み人数に応
じて複数のクラスに分割しました。 

・距離はスタートからすべてのコントロール
を経由したフィニッシュまでの直線距離、登
距離は最速と予想されるルートでの値です。 

・給水位置はコース距離に対する割合を示し
ています。給水についての詳細は5.13節をご
確認ください。(ルートチョイスによっては
給水を通らない可能性もあります。) 

・競技時間を超えた選手は失格となります。そ
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の場合は、競技中でも速やかにフィニッシュ
に向かってください。 

 
5.5 テレインプロフィール 
▼スプリント 

テレインは標高約250mの丘陵地帯に位置
する矢板運動公園及びその周辺である。公園
内には多数のスポーツ施設が存在し、その一
部をコースに使用する予定である。これらの
施設を取り囲む柵や、丘陵地形に由来する斜
面や擁壁が通行の障壁となる。公園全体の構
造は比較的単純であるが、一部の施設は複雑
な構造を有するため注意が必要である。地表
の大部分は舗装区域または開けた土地であ
り、走行可能度は高い。 
▼ロング 

テレインは関東平野の端、高原山の麓に位
置している。これより高原山側に耕作地はほ
ぼなく、農業から林業へ人々の営みが移るさ
まを感じることができる。こういった土地利
用の背景でもあるテレイン内の地形は、北が
比較的大きくまとまった山塊で、南に行くに
つれて沢の侵食を受けた入り組んだ尾根も
見られる。一方、植生は走行可能度が高い箇
所も多いが、林業によって大きく変化してい
る箇所が散見される。特に造成道が増加して
いる箇所には注意が必要である。 
 
5.6 コースプロフィール 
▼スプリント 

スピードが出やすいテレインにルートチ
ョイスを生むための人工柵を設置した。それ
により走りながら方向決定するというオリ
エンテーリングの醍醐味をコースに体現し
た。スプリントは特に「速い」人を決める種
目であるため、単純な走力・登坂力の強さ・
素早い決断が重要となってくる。加えて、速
さをコントロールするための的確なルート
選択・レースの組み立て・集中力の維持など
の総合的なプランニング力を問うコースに
なっている。 

プランナーは最短ルートを知っているが
最速ルートは選手が決める。みなさん自身に
とっての最適解を素早く選択する力強い走
りを楽しみにしている。 
▼ロング 

特徴的な尾根と沢で構成されるテレイン

を存分に生かしたコースを作成した。これま
での鍛錬はもちろん、各選手の戦略が勝敗を
分けるコースとなっている。オリエンテーリ
ングにおける戦略とはルートチョイスに留
まらず各人が持つ技術をいかに選択するか
である。限られた時間の中で何に時間をかけ
るかを意識してコースと対峙して欲しい。 

みなさんの走りを想像しコースを組んで
いる。当日は集中を切らさず高いパフォーマ
ンスを発揮してくれるのを期待している。 
 
5.7 公式掲示板 

・会場および選手権の部スタート待機所に公
式掲示板を設置します。 

・新型コロナウイルス感染症対策の観点から、
公式掲示板の内容は事前に大会公式Web
サイトに掲載します。 

・要項3発行後の変更点や連絡など、参加者に
対する公式な情報はすべてこの掲示板を
通じて告知します。 

 
5.8 テクニカルミーティング 
テクニカルミーティングは実施しません。 
代替資料を 11 月 14 日(日)中に大会公式

Web サイトに掲載します。資料公開後、11 月
16 日(火)23:59 までを質問受付期間とします。
質問は大会主管者 

(icsl2021_info@googlegroups.com) 
に送信してください。詳細は資料に記載しま
す。 

回答は 11 月 18 日(木)中に Web 掲載し、
大会当日は公式掲示板にも掲載します。 

 
5.9 テレイン・コースの注意事項 
▼スプリント 
・テレイン内には立入禁止区域が存在します。

立ち入った場合には失格となります。 
また、ISSprOM2019 708 立入禁止区域の
境界線で表記された箇所には、現地に青黄
色テープを張ります。 
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・競技中に車道を横断する箇所があります。
一部役員を配置しますが、必ず自らで安全
を確認した上で道路を横断してください。 

▼ロング 
・テレイン内には立入禁止区域が存在します。

立ち入った場合には失格となります。 
また、ISOM2017-2 709 立入禁止区域に上
にパープルの実線(709 立入禁止区域の境
界線)で表記された箇所には、現地に青黄テ
ープを張ります。 

 
・競技中に車道を横断する箇所があります。
一部役員を配置しますが、必ず自らで安全
を確認した上で道路を横断してください。 

 
5.10 服装および所持品 

・公序良俗に反する服装での出走を禁止しま
す。 

・スプリントでのピン付きシューズの使用を
禁止します。ロングでは使用するシューズ
に制限はありません。 

・出走にはSIカード（スプリント）またはEカ
ード（ロング）およびナンバーカードの着
用が必要です。 

 
5.11 ナンバーカード 

・ナンバーカードは大会受付で配布します。 

・選手権の部出場者は選手1人につき2枚を、
それぞれ胸と背中の見やすい位置に水平
に付けてください。一般の部出場者は、選
手1人につき1枚を、胸の見やすい位置に水
平に付けてください。 

・ナンバーカードは安全ピンで四隅を固定し
てください。安全ピンは各自で準備してく
ださい。 

 
5.12 パンチングシステム 
▼スプリント 

すべてのクラスにおいてSPORTident社の
電子パンチングシステムのタッチフリー対
応のSIカード(SIAC)を使用します。SIカード
使用上の注意事項を以下に記します。 
▽SIシステム概要 

選手個人が持つSIカードを各コントロー
ルに設置してあるSIステーションに近づけ
ることで、SIカードにデータが記録されコ
ントロール通過が成立します。 

タッチフリーでは、静的にはSIステーシ
ョンの50cm以内にSIカードを近づけるこ
とでパンチが可能です。走行時にはパンチ
可能な距離が短くなります。パンチが完了
した際には、SIカードから光と音が約3秒
間発せられるので必ず確認してください。
タッチフリーでのパンチの場合は、SIステ
ーションからの光や音は発生しません。複
数人が同時にパンチしたときは、音が聞こ
えても、他の選手のパンチの音の可能性も
あります。自身のSIカードの音か光を確認
してください。 

会場および選手権の部スタート待機所
にテストステーションが設置されていま
す。SIカードの練習にご使用ください。 
▽パンチが確認できなかった場合 

SIカードをSIステーションに近づけたと
きに、SIカードから音も光も発生していな
かったときは、SIカードをSIステーション
に差し込んでパンチを行ってください。差
し込みパンチでも反応しない場合は、コン
トロールに設置されているピンパンチを
使用して地図のリザーブ欄にパンチをし
てください。リザーブ欄がいっぱいになっ
たときを除き、リザーブ欄以外にパンチが
あっても通過とは認めません。 
▽ミスパンチについて 
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途中で誤ったコントロールのパンチが
記録されていても、正しい順番で回ったこ
とが確認できれば完走と認めます。従って、
誤ったコントロールでパンチした場合で
も、そのまま正しいコントロールに行って
パンチすれば問題ありません。 

▽スタート 
スタート枠手前のクリアステーション

にSIカードを差し込み、SIカード内のデー
タを消去してください。クリアステーショ
ンはSIカードを挿入して数秒待つと電子音
と光を発します。 続いて、クリア確認のた
めのチェックを行ってください。チェック
ステーションは通常のパンチと同じ速度
で反応します。SIカードはチェックによっ
て、タッチフリーによるパンチが可能な状
態になります。この状態では、カード先端
の非常に小さな緑色のLEDが10秒に1回光
ります。クリアおよびチェック、SIカード
先端のLEDの点滅確認をすることは、競技
者の責任です。上記動作を行っていないSI
カードを使用した場合は、コースを正しく
回ってきても失格になる可能性がありま
す。 
 スタート時間になったらパンチするこ
となくそのまま出走する、タイムスタート
によるスタート方式です。スタートリスト
にて指定されたスタート時刻がそのまま
スタート開始時刻となります。 
▽フィニッシュ 
 走り抜けフィニッシュです。フィニッシ
ュラインを通過した際の時刻がフィニッ
シュ時刻となります。一度フィニッシュラ
インを通過すると、タッチフリーでのパン
チが可能な状態が終了するので、競技途中
にはフィニッシュに近づかないようご注
意ください。 
▽SIカード関連の注意事項 

SIカードから光や音が発せられている間
は、新たにパンチをすることが出来ません。 

SIカードとGPS内蔵の時計を同じ腕に着
用しないでください。GPSアンテナにより
SIカードの感度が低下する可能性がありま
す。 

SIカードへの加工、書き込み等は認めら
れません。脱落防止の目的でゴム紐を付け
ることは許可します。競技中はSIカードの

ベルトを指にはめ、ベルトをしっかりと締
めて、落とさないようにご注意ください。 

SIカードを破損または紛失した場合は実
費(9,500円)を頂きます。SIカードを破損・
紛失した方は、必ずフィニッシュの役員に
申告をしてください。 

以下の場合は失格となります。 
1. パンチが速過ぎて信号を確認できず、SI

カードに電子記録がない場合。 
2. SIステーションが故障している場合は

バックアップのピンパンチをしなけれ
ばならないが、この記録がない場合。 

3. 記録できるコントロール数の上限(128)
を超えてパンチを行った場合。 

4. SIカードを破損または紛失して、フィニ
ッシュ後に記録が読み取れない場合。 

▽その他 
同じ番号のコントロールで続けて2回以

上パンチした場合は、最初のパンチのみが
記録されます。 

途中で誤ったコントロールのパンチが
記録されていても、正しい順番で回ったこ
とが確認できれば完走と認めます。 

SIカードへの電子的な加工は認めません。 
▼ロング 

すべてのクラスにおいてEMIT社の電子パ
ンチング計時システム(Eカード)を使用しま
す。Eカード使用上の注意事項を以下に記し
ます。 
・通過証明としては、Eカードへの電子記録ま

たはバックアップラベルの記録のみを採
用いたします。 

・同じ番号のコントロールで続けて2回以上
パンチした場合は、最初のパンチのみが記
録されます。 

・途中で誤ったコントロールのパンチが記録
されていても、正しい順番で回ったことが
確認できれば完走と認めます。 

・Eカードへの電子的な加工は認めません。バ
ックアップラベルをテープ等で固定する
ことは認めます。 

・エントリー時に申請した場合に限り個人所
有のEカードの使用を許可します。申し込
みの際に登録した番号と異なるEカードを
無断で使用した場合は失格とすることが
あります。 

・個人所有のEカードを忘れた場合は、主管者
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側で用意したEカードを貸し出します。そ
の場合、レンタル料(300円)を徴収します。
希望者は、大会受付に申し出てください。 

・レンタルEカードを紛失もしくは破損した
場合、弁償金として実費を徴収します。 

 
5.13 給水所・救護所 
▼スプリント 

会場内に救護所を、選手権の部スタート地
区に給水所を設けます。その他の場所には給
水所・救護所を設けません。 
▼ロング 

会場内に救護所を、一般の部スタート地区
に給水所を設けます。また、テレイン内に給
水所および救護所を設けます。 

救護所には、紙コップに注がれた状態の飲
料水が用意されています。無人の給水所でも、
給水の際は必ず紙コップを使用してくださ
い。使用後の紙コップは、設置されているご
み袋に各自で捨ててください。 
 
5.14 調査依頼・提訴 
▼調査依頼 

各校は、インカレ実施規則に対する違反に
ついて調査依頼を行うことができます。大会
受付に用意する所定の文書にて申請してく
ださい。調査依頼の受付は、選手権の部のみ
大会本部にて行います。 

調査依頼の受付期限は、各日フィニッシュ
閉鎖の 30分後（スプリントは 16:15、ロング
は 15:47）とします。 

調査依頼に対する回答は公式掲示板に掲
示します。 
▼提訴 

調査依頼に対する回答に疑義がある場合
は裁定委員会に対して提訴を行うことがで
きます。大会受付に用意する所定の文書で申
請してください。提訴の受付は、大会本部で
行います。 

提訴の受付期限は、調査依頼の回答が通知
されてから 15分後です。 

提訴は裁定委員会によって裁定が下され
ます。提訴に対する裁定委員会の判断は最終
的なものとなります。関係者に通知される他、
大会報告書にて報告されます。 

なお、裁定委員会の構成は公式掲示板にて
告知いたします。 

 
5.15 ドーピング検査 

（1）ｅラーニング 
・選手権の部出場者はアンチ・ドーピングの

eラーニングの受講が必須になります。未
受講の場合、選手権の部への出場を認めな
い場合があります。 

（2）ドーピング検査 
・本大会は、日本アンチ・ドーピング規程に

基づくドーピング・コントロール対象大会
です。本大会参加者およびチームオフィシ
ャルは、日本アンチ・ドーピング規程に従
わなければなりません。 

・ドーピング検査の対象となった本大会参加
者は競技役員の指示に従って検査を受け
なければなりません。なお、身分証明のた
め、本大会参加者は学生証・運転免許証等、
写真により本人確認ができるものを持参
してください。 

・本大会参加者は、本大会において行われる
ドーピング検査（尿・血液等検体の種類を
問わず）を拒否または回避した場合、検査
員の指示に従わない場合、帰路の移動等個
人的諸事情によりドーピング検査手続を
完了することができなかった場合等は、ア
ンチ・ドーピング規則違反となる可能性が
あります。アンチ・ドーピング規則違反と
判断された場合には、日本アンチ・ドーピ
ング規程に基づき制裁等を受けることに
なります。 

・治療使用特例（TUE）について 
禁止物質や禁止方法であっても、事前に所
定の手続きによって TUE が認められれば、
例外的に使用することができます。原則と
して TUE が必要な大会の 30 日前まで
に申請を行ってください。 

・血液検査の対象となった競技者は、採血の
ため、競技/運動終了後 2 時間の安静が必
要となります。 

・日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容お
よびドーピング検査については、日本アン
チ・ドーピング機構（JADA）の Web サイ
ト（http://www.playtruejapan.org）にて確
認してください。 
 
5.16 シード選手 
インカレ実施規則8.2に基づき、以下の選手

をシード選手に指定します。 
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▼スプリント 
▽ME 
朝間 玲羽 （東京大学４） 
本庄 祐一 （東京大学３） 
入江 龍成 （早稲田大学３） 
森清 星也 （早稲田大学２） 
平岡 丈  （京都大学３） 
二俣 真  （京都大学３） 
▽WE 
水上 玲奈 （東北大学３） 
阿部 悠  （実践女子大学４） 
松本 萌恵 （神戸大学３） 

 
▼ロング 

▽ME 
鈴木 遼賀 （岩手大学３） 
朝間 玲羽 （東京大学４） 
伊藤 元春 （東京大学４） 
森清 星也 （早稲田大学２） 
粟生 啓介 （名古屋大学４） 
平岡 丈  （京都大学３） 
二俣 真  （京都大学３） 
▽WE 
水上 玲奈 （東北大学３） 
阿部 悠  （実践女子大学４） 
長瀬 麻里子（お茶の水女子大学３） 
近藤 花保 （名古屋大学３） 
松本 萌恵 （神戸大学３） 
 
5.17 使用テープ一覧 

   
 

赤白色 競技中におけるすべての誘導 
 

 青色 
【スプリント一般の部】 

【ロング選手権・一般の部】 

会場〜スタート地区の誘導 
 

青黄色 立入禁止区域の外郭・危険区域 
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6 

 
スプリント競技詳細 

 
6.1 当日の流れ 

 
6.2 会場 

▼会場レイアウト図 

 

 
・会場は矢板運動公園陸上競技場(緑新スタジアム YAITA)です。 
・会場への入場の際、すべての参加者およびチームオフィシャルはゲートで検温を受けてくださ

い。 
・会場内にウォームアップエリアを設けます。 

選手権の部
スタート待機所

7:45開場
9:00入場締め切り

会場

7:45開場

選手権の部
スタート地区

13:20-15:15

一般の部
スタート地区

9:00-11:20

選手権の部
フィニッシュ

15:45閉鎖

一般の部
フィニッシュ

11:50閉鎖

＜選手権の部＞

＜一般の部＞

地図誘導

徒歩30分

青テープ

徒歩3分

赤白テープ

競技中誘導

赤白テープ

競技中誘導

駐車場

検温ゲート

最終コントロール
より誘導

救護所

更衣室
WC

※スタンド地下

WC

観戦エリア

スタンド
※観戦・荷物置き可

計セン
演出

ウォームアップエリア
選手権の部競技中は閉鎖

本部・受付
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・会場内では、ウォームアップエリア利用の際を含めマスクを着用してください(競技中を除く)。 
・更衣室内での密集を防ぐため、一度に入室できる人数を制限します。大会役員の指示に従って

ください。スペースが限られているため、事前に着替えて来場することを推奨します。 
・トイレを利用できます。使用後の手洗いを徹底してください。 
・飲食が可能です。 

 
6.3 スタート待機所 選手権の部のみ 

・入場の際、すべての選手およびチームオフィシャルはゲートで検温を受けてください。 
・スタート待機所へは選手権の部出場者およびチームオフィシャルのみが入ることができます。

ただし、選手権の部出場者の輸送のために一般の部出場者がスタート待機所駐車場に入ること
は妨げません。 

・選手権の部出場者およびチームオフィシャルは、7:45 から 9:00 までにスタート待機所へ入場
し、受付にて配布物をお受け取りください。 

・公式掲示板を設置します。選手は出走前に必ず確認してください。 
・ウォームアップエリアは設けません。 
・スタート待機所内ではマスクを着用してください。 
・スタート待機所は屋外です。運営により雨を避けることができるテントを設置しますが、数に

限りがあるため、各大学によりテントを持ち込むことを推奨します。ただし、ペグ等を地面へ
打ち込むことはできません。 

・女子更衣室を設置します。 
・トイレを利用できます。使用後の手洗いを徹底してください。 
・飲食が可能です。 
・スタート待機所内およびスタート地区では、GPS 機能付き時計を除く一切の通信機器の使用を

禁じます。また、GPS による位置情報ログの取得が可能な時計等の通信機器についても、競技
補助目的・地図閲覧目的での使用を禁止します。 

・スタート待機所から会場への荷物輸送は、原則チームオフィシャルが行ってください。ただし、
チームオフィシャルが不在の場合は、主管者による荷物輸送を行います。利用する場合はネー
ムタグを配布しますので、荷物に付けてください。ただし、輸送間隔は不定期であり、荷物の
到着が遅くなる可能性があります。 

 
6.4 スタート地区までの移動 
▼選手権の部 

スタート待機所から地図誘導で徒歩 30分です。 
▼一般の部 

会場から青色テープ誘導で徒歩 3分です。 
 
6.5 スタート地区 

・ナンバーカードおよびEカードのない選手は出走できません。 
・選手権の部スタート地区には給水を設けます。 
・選手権の部、一般の部ともに、1分間隔でタイムスタートします。 
・スタートチャイマーは4秒前からブザーが鳴ります。フライングにご注意ください。 
・スタート閉鎖時刻は、選手権の部は15:15、一般の部は11:20です。 
・選手権の部、一般の部ともに、スタート地区から会場への荷物輸送は、原則チームオフィシャ

ルが行ってください。ただし、チームオフィシャルが不在の場合は、主管者による荷物輸送を
行います。利用する場合はネームタグを配布しますので、荷物に付けてください。ただし、輸
送間隔は不定期であり、荷物の到着が遅くなる可能性があります。 
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▼スタート地区レイアウト図 
 
▽選手権の部 

 
▽一般の部 

 
 

  

スタートフラッグ

スタート
待機所

地図誘導 徒歩30分

進
行
方
向

4分前枠

5分前枠

赤白テープ誘導
・スタート後は赤白テープ誘導に従って進んでください。

赤テープ誘導（徒歩約1分）

Check

Clear
・ SIカードのClear,Checkを行ってください。

・自分のクラスの地図をお取りください。
・スタートの合図とともに出走してください。

・スタート1分前になったら自分のクラスの1分前枠へ移動してください。

・スタート3分前になったら自分のクラスの2分前枠へ移動してください。
・コントロール位置説明を各自でお取りください。

・SI カード、ナンバーカードを確認します。
・遅刻時は役員に申し出てください。
・スタート4分前になったら自分のクラスの4分前枠へ移動してください。

1分前枠

2分前枠

3分前枠

スタートフラッグ

Clear

会場

青テープ誘導 徒歩3分

赤白テープ誘導
・スタート後は赤白テープ誘導に従って進んでください。

進
行
方
向

Check
・SIカードのClear,Checkを行ってください。

・自分のクラスの地図をお取りください。
・スタートの合図とともに出走してください。

・コントロール位置説明を各自でお取りください。
・スタート1 分前になったら自分のクラスの1分前枠に移動して下さい。

・SIカード、ナンバーカードを確認します。
・遅刻時は役員に申し出てください。
・スタート2分前になったら自分のクラスの2分前枠へ移動してください。
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6.6 遅刻スタート 

・スタート時刻に遅刻した選手はスタート地区の役員に申し出てください。その後、役員の指示
に従ってください。 

・選手自身の過失によりスタート時刻に遅れた場合、スタートリストに記載されているスタート
時刻にスタートしたものとして計時します。 

・他の選手の都合により、すぐにスタートできない場合があります。 
 
6.7 フィニッシュ 

・最終コントロールからは赤白テープ誘導に従って進んでください。これに従わなかった場合は
失格とします。 

・一度スタートした選手は必ずフィニッシュを通過するか、何らかの方法でSIカードをフィニッ
シュに提出してください。提出がない場合は未帰還者として捜索の対象となります。 

・ループステーションを用いた、走り抜けフィニッシュとします。 
・SIカードは役員の指示に従って提出してください。記録の読み取りを行った後、レンタルSIカ

ードは返却してください。 
・感染症拡大防止のため、フィニッシュでマスクを配布しますので、必ず着用してください。 
・地図回収は行いません。未出走の選手には地図を見せないようにしてください。 
・フィニッシュ閉鎖時刻は、選手権の部が15:45、一般の部が11:50です。 
・フィニッシュでは一切の調査依頼を受け付けません。 

 
6.8 表彰式 

・表彰式は16:00から行います。表彰対象者は放送で招集するので、指示された場所に速やかに集
合してください。 

・一般の部、選手権の部の順に表彰します。 
・一般の部は、各クラス上位3名を表彰します。 
・選手権の部は、男女上位1名を2021年度スプリント競技選手権者として、男女上位6名を入賞者

として表彰します。また、選手権の部の日本学連初年度登録者の男女上位1名を特別表彰します。 
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7 ロング競技詳細 

 
7.1 当日の流れ 

7.2 会場 

 

・会場は矢板運動公園陸上競技場(緑新スタジアム YAITA)です。 
・会場への入場の際、すべての参加者およびチームオフィシャルはゲートで検温を受けてくださ

い。 
・会場内では、競技中以外はマスクを着用してください。 
・更衣室内での密集を防ぐため、一度に入室できる人数を制限します。大会役員の指示に従って

ください。スペースが限られているため、事前に着替えて来場することを推奨します。 
・トイレを利用できます。使用後の手洗いを徹底してください。 

 場  アウト       ロン  

W 

 セン
 出

最 コントロール
より誘導

ス クテーター 
レーン

救護所

更  
W 

 スタンド地 

スタンド
  物置き 

 車場

検温ゲート

本部・受付観戦エリア
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・飲食が可能です。 
・一般の部スタート地区への誘導地図は受付で各自ピックアップしてください。 
・会場内にはウォームアップエリアは設けません。 
 
7.3 スタート待機所 選手権の部のみ 

・入場の際、すべての参加者およびチームオフィシャルはゲートで検温を受けてください。 
・スタート待機所へは選手権の部出場者およびチームオフィシャルのみが入ることができます。 
・選手権の部出場者およびチームオフィシャルは、7:30 から 9:00 までにスタート待機所へ入場

してください。 
・公式掲示板を設置します。選手は出走前に必ず確認してください。 
・ウォームアップエリアを設けます。 
・待機所内ではマスクを着用してください。 
・待機所は屋外です。運営により雨を避けることができるテントを設置しますが、数に限りがあ

るため、各大学によりテントを持ち込むことを推奨します。ただし、ペグ等を地面へ打ち込む
ことはできません。 

・女子更衣室を設置します。 
・トイレを利用できます。使用後の手洗いを徹底してください。 
・飲食が可能です。 
・待機所内およびスタート地区では、GPS 機能付き時計を除く一切の通信機器の使用を禁じます。

また、GPS による位置情報ログの取得が可能な時計等の通信機器についても、競技補助目的・
地図閲覧目的での使用を禁止します。 

・スタート待機所から会場への荷物輸送は、原則チームオフィシャルが行ってください。ただし、
チームオフィシャルが不在の場合は、主管者による荷物輸送を行います。利用する場合はネー
ムタグを配布しますので、荷物に付けてください。ただし、輸送間隔は不定期であり、荷物の
到着が遅くなる可能性があります。 

・待機所から会場へのチームオフィシャルの輸送を行います。運行時刻については当日待機所に
て告知します。 

 
7.4 スタート地区までの移動 
▼選手権の部 
・スタート待機所から青テープ誘導で徒歩 5分です。 
▼一般の部 
・会場から地図誘導・青テープ誘導で徒歩 45分です。 

誘導用の地図は、受付から各自ピックアップしてください。 

 

7.5 スタート地区 
・ナンバーカードおよびEカードのない選手は出走できません。 
・一般の部スタート地区には給水を設けます。 
・選手権の部は2分間隔、一般の部は1分間隔でリフトアップスタートします。 
・スタートチャイマーは4秒前からブザーが鳴ります。フライングにご注意ください。 
・スタート閉鎖時刻は、選手権の部は13:02、一般の部は10:30です。 
・選手権の部、一般の部ともに、スタート地区から会場への荷物輸送は、原則チームオフィシ

ャルが行ってください。ただし、チームオフィシャルが不在の場合は、主管者による荷物
輸送を行います。利用する場合はネームタグを配布しますので、荷物に付けてください。
ただし、輸送間隔は不定期であり、荷物の到着が遅くなる可能性があります。 
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▼スタート地区レイアウト図 
▽選手権の部 

 

 
▽一般の部 
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7.6 遅刻スタート 

・スタート時刻に遅刻した選手はスタート地区の役員に申し出てください。その後、役員の指示
に従ってください。 

・選手自身の過失によりスタート時刻に遅れた場合、スタートリストに記載されているスタート
時刻にスタートしたものとして計時します。 

・他の選手の都合により、すぐにスタートできない場合があります。 
 
7.7 フィニッシュ 

・最終コントロールからは赤白テープ誘導に従って進んでください。これに従わなかった場合は
失格とします。 

・一度スタートした選手は必ずフィニッシュを通過するか、何らかの方法でEカードをフィニッシ
ュに提出してください。提出がない場合は未帰還者として捜索の対象となります。 

・パンチングフィニッシュとします。 
・感染症拡大防止のため、フィニッシュでマスクを配布しますので、必ず着用してください。 
・地図回収は行いません。未出走の選手には地図を見せないようにしてください。 
・Eカードは役員の指示に従って提出してください。記録の読み取りを行った後、レンタルEカー

ドは返却してください。 
・フィニッシュ閉鎖時刻は、選手権の部が15:17、一般の部が12:30です。 
・フィニッシュでは一切の調査依頼を受け付けません。 
 
7.8 表彰式・閉会式 

・表彰式は15:15から行います。表彰対象者は放送で招集するので、指示された場所に速やかに集
合してください。 

・一般の部、選手権の部の順に表彰します。 
・一般の部は各クラス上位3名を表彰します。 
・選手権の部は、男女上位1名を2021年度ロング・ディスタンス競技選手権者として、男女上位6

名を入賞者として表彰します。また、選手権の部の日本学連初年度登録者の男女上位1名を特別
表彰します。 

・表彰式終了後、閉会式を行います。 
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8 チームオフィシャルリスト 

 
加盟校名 氏名 

岩手大学 
高橋 郁磨 
石田 尚大 

東北大学 

金子 哲士 
小林 祐子 
嶋崎 渉 
薗部 駿太 

北海道大学 湯浅 博晶 

宮城学院女子大学 
佐藤 汐子 
伊藤 拓馬 

金沢大学 
石﨑 建 
山本 哲也 
福留 悠斗 

新潟大学 

河野 珠里亜 
山下 政泰 
滝沢 壮太 
鈴木 晧紀 

お茶の水女子大学 森川 周 

慶應義塾大学 
江野 弘太郎 
和田 康次郎 

千葉大学 

香取 菜穂 
宮嶋 哲矢 
森山 凌佑 
本多 一成 

筑波大学 

小牧 弘季 
宮本 和奏 
谷野 文史 
小竹 佳穂 

東京大学 
殿垣 佳治 
大橋 陽樹 

東京農工大学 
押切 嶺於 
大石 征裕 
石坪 夕奈 

東京理科大学 西谷 彩奈 

横浜国立大学 
清野 幸 
戸澤 貴志 
津田 卓磨 

早稲田大学 

大石 洋輔  
秋山 美怜 
楊 馨逸 
長谷川 望 

 
 

加盟校名 氏名 

実践女子大学 
香取 瑞穂 
世良 史佳 

一橋大学 
根本 夏林 
比企野 純一 
柏田 芳樹 

相模女子大学 
井上 千帆里 
中嶋 律起 

東京工業大学 
櫻木 嵩斗 
三浦 開登 
小寺 義伸 

聖心女子大学 小林 璃衣紗 

日本女子大学 
金子 詩乃 
山浦 夏樹 

茨城大学 
菅沼 友仁 
野沢 星雅 
増澤 すず 

横浜市立大学 
鈴木 京佑 
松田 千果 
桃井 陽佑 

関東学院大学 藤原 真吾 
十文字学園女子大学 宮本 樹 

静岡大学 

桑山 倫博 
本田 明良 
加藤 翔伍 
片桐 悟 

名古屋大学 
伊部 琴美 
棚橋 一樹 
岩垣 和也 

名古屋工業大学 石川 創也 

椙山女学園大学 
川口 真司 
中野 真優 

大阪大学 
片岡 佑太 
吉田 薪史 
金城 和志 

京都大学 

太田 知也 
岩井 龍之介 
古池 将樹 
佐野 萌子 

神戸大学 高野 陽平 
奈良女子大学 小笠原 萌 

広島大学 清水 慎太郎 
山内 優太 
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9 スタートリスト（スプリント） 

 

9.1選手権の部 
・★印はシード選手です。

 ME                  参加人数63 
スタート 
時刻 氏名 学校・学年 Eカード 

番号 
14:08 谷口 瞬生 大阪大学3 8681247 
14:09 今 翔太 新潟大学3 8681229 
14:10 宮川 靖弥 東京工業大学4 8681218 
14:11 笠井 虹汰 千葉大学4 8681213 
14:12 羽田 拓真 横浜国立大学3 8681235 
14:13 伊藤 頌太 慶應義塾大学4 8681206 
14:14 木村 陸人 金沢大学3 8681204 
14:15 伊藤 元春 東京大学4 8681250 
14:16 藤井 一樹 名古屋工業大学4 8681220 
14:17 谷 遼太郎 大阪大学3 8681248 
14:18 菅波 崇志 筑波大学3 8681217 
14:19 山崎 嘉津人 東京工業大学3 8681219 
14:20 立松 空 早稲田大学3 8681236 
14:21 藤井 悠輝 名古屋大学4 8681221 
14:22 藤澤 達也 東京大学3 8681252 
14:23 中野 海斗 神戸大学3 8681246 
14:24 衣笠 匠斗 東京大学3 8681251 
14:25 古関 駿介 東北大学4 8681261 
14:26 久保木 航 東京大学1 8681256 
14:27 矢田 祐喜 静岡大学4 8681210 
14:28 堂垂 悠人 北海道大学3 8681232 
14:29 森下 晃成 静岡大学4 8681211 
14:30 鈴木 遼賀 岩手大学3 8681203 
14:31 伊藤 良介 京都大学4 8681242 
14:32 浴本 悠貴 神戸大学3 8681245 
14:33 粟生 啓介 名古屋大学4 8681222 
14:34 金子 隼人 東京大学2 8681255 
14:35 鈴木 海斗 名古屋大学3 8681224 
14:36 堀内 颯介 茨城大学3 8681202 
14:37 小林 直登 名古屋大学3 8681225 
14:38 今野 陽一 東北大学4 8681257 
14:39 石田 倫啓 京都大学4 8681240 
14:40 和田 佳丈 静岡大学4 8681209 
14:41 石川 諒 東北大学3 8681263 
14:42 髙木 大誠 金沢大学3 8681205 
14:43 碓井 玲 横浜国立大学3 8681234 
14:44 京屋 陽介 名古屋大学4 8681223 
14:45 西田 直人 茨城大学4 8681201 
14:46 用松 知樹 慶應義塾大学3 8681208 
14:47 伊地知 淳 千葉大学4 8681212 
14:48 平岩 伊武季 筑波大学3 8681214 
14:49 櫻井 千尋 名古屋大学3 8681226 
14:50 ★森清 星也 早稲田大学2 8681239 
14:51 山田 峻大 東北大学4 8681258 
14:52 奥村 将大 早稲田大学3 8681237 
14:53 牧島 滉平 広島大学3 8681230 
14:54 ★朝間 玲羽 東京大学4 8681249 
14:55 小林 俊介 東北大学4 8681260 
14:56 加賀谷 湧 東京大学2 8681254 

14:57 祖父江 有祐 筑波大学3 8681216 
14:58 ★本庄 祐一 東京大学3 8681253 
14:59 和佐田 祥太朗 京都大学4 8681241 
15:00 井口 大雅 広島大学3 8681231 
15:01 美濃部 駿 横浜市立大学1 8681233 
15:02 ★入江 龍成 早稲田大学3 8681238 
15:03 加藤 千晴 東北大学4 8681259 
15:04 田淵 ヒカル 慶應義塾大学4 8681207 
15:05 曲田 貴大 新潟大学4 8681228 
15:06 ★平岡 丈 京都大学3 8681244 
15:07 永山 遼真 筑波大学3 8681215 
15:08 岩渕 悠太 新潟大学4 8681227 
15:09 髙橋 直道 東北大学4 8681262 
15:10 ★二俣 真 京都大学3 8681243 

 
 WE                  参加人数32 
スタート 
時刻 氏名 学校・学年 Eカード 

番号 
13:20 林 咲友 神戸大学3 8681290 
13:21 大石 遥 新潟大学2 8681281 
13:22 武石 瑞季 岩手大学3 8681266 
13:23 多田 明加 金沢大学4 8681269 
13:24 樋口 佳那 筑波大学1 8681276 
13:25 榎戸 麻衣 日本女子大学3 8681282 
13:26 平澤 葵 横浜国立大学1 8681285 
13:27 中神 智香 静岡大学4 8681273 
13:28 臼井 千尋 東京工業大学4 8681277 
13:29 永山 尚佳 神戸大学4 8681288 
13:30 大栗 由希 茨城大学4 8681264 
13:31 上島 じゅ菜 お茶の水女子大学3 8681267 
13:32 福田 有紗 国際基督教大学2 8681272 
13:33 木口 瑞穂 慶應義塾大学1 8681271 
13:34 藤井 明日香 関東学院大学4 8681287 
13:35 柴崎 愛有 新潟大学2 8681280 
13:36 栗山 ももこ 横浜市立大学3 8681284 
13:37 松尾 晴乃 神戸大学1 8681291 
13:38 五十嵐 羽奏 名古屋大学4 8681278 
13:39 菊池 美結 岩手大学4 8681265 
13:40 近藤 花保 名古屋大学3 8681279 
13:41 長瀬 麻里子 お茶の水女子大学3 8681268 
13:42 高野 澄佳 大阪大学2 8681293 
13:43 ★水上 玲奈 東北大学3 8681295 
13:44 田切 香帆 北海道大学1 8681283 
13:45 高橋 茉莉奈 大阪大学3 8681292 
13:46 岩﨑 佑美 慶應義塾大学4 8681270 
13:47 ★松本 萌恵 神戸大学3 8681289 
13:48 中村 咲野 立教大学4 8681286 
13:49 吉田 菜々子 東京理科大学2 8681294 
13:50 岩城 美奈 東北大学1 8681296 
13:51 ★阿部 悠 実践女子大学4 8681274 
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9.2一般の部 
 MUA1          参加人数95 
スタート 

時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 
番号 

9:40 平野 良 北海道大学2 8651893 
9:41 千葉 滉平 東北大学4 8641263 
9:42 鈴村 祐也 岩手大学3 8637721 
9:43 鳥屋尾 太樹 大阪大学3 8159895 
9:44 原 柊斗 岩手大学4 8637719 
9:45 松原 佑季 一橋大学3 8651867 
9:46 速水 駿 名古屋大学4 8651831 
9:47 杉村 天 神戸大学3 8019163 
9:48 河野 隼司 東京大学4 8019181 
9:49 鈴木 啓耀 静岡大学4 8681299 
9:50 川口 綜一朗 法政大学2 8651880 
9:51 中野 佑太朗 新潟大学3 8651848 
9:52 中島 怜士 東京農工大学3 8631046 
9:53 井坂 将隆 東北大学4 8641265 
9:54 中村 昂陽 京都大学2 8024504 
9:55 岡田 航太朗 東京理科大学3 8631041 
9:56 有澤 達哉 東京大学4 8019179 
9:57 市橋 駿 新潟大学2 8651849 
9:58 青島 光太郎 筑波大学3 8637780 
9:59 長野 那由多 東京工業大学3 8651812 

10:00 市川 礼偉 横浜市立大学4 8667138 
10:01 金澤 晴樹 京都大学4 8024490 
10:02 髙橋 忠大 東北大学2 8664115 
10:03 東條 秀祐 京都大学4 8024492 
10:04 大友 将樹 東京工業大学3 8651815 
10:05 小森 直人 芝浦工業大学3 8637769 
10:06 秋元 郁 早稲田大学4 8667172 
10:07 池ヶ谷 雄太 静岡大学2 8681306 
10:08 佐野 良我 慶應義塾大学3 8637754 
10:09 小川 誠人 静岡大学3 8681302 
10:10 大熊 光汰 東京大学2 8019189 
10:11 小林 哲郎 東北大学4 8641261 
10:12 竹重 拓輝 大阪大学4 8159891 
10:13 阿保 匠真 東北大学3 8641267 
10:14 高木 一人 北海道大学3 8651891 
10:15 鈴木 海斗 金沢大学2 8637734 
10:16 高松 暉 筑波大学3 8637783 
10:17 渡邊 嘉山 金沢工業大学3 8637730 
10:18 吉仲 瑞貴 京都大学3 8024498 
10:19 内藤 駿 名古屋工業大学3 8651829 
10:20 森 恒大 筑波大学4 8637777 
10:21 藤井 宣之 一橋大学2 8651872 
10:22 渡辺 陽太 東京大学2 8019191 
10:23 鈴木 璃土 筑波大学3 8637782 
10:24 徳力 雅哉 立命館大学2 8007243 
10:25 竹下 晴山 茨城大学4 8640512 
10:26 青木 柚樹 大阪大学3 8159894 
10:27 野田 聡 東京工業大学3 8651816 
10:28 萩原 宏哉 東北大学3 8641275 
10:29 村岡 泰輝 横浜国立大学2 8667150 
10:30 西原 大貴 東北大学3 8641271 
10:31 大西 諒哉 千葉大学3 8681316 
10:32 前川 光鷹 東京理科大学4 8631051 
10:33 板垣 星哉 慶應義塾大学3 8637753 
10:34 吉田 大地 京都大学3 8024500 

10:35 服部 柾宏 名古屋工業大学3 8651830 
10:36 伊藤 滉太 新潟大学2 8651852 

10:37 橋本 遼佑 神戸工業高等専
門学校2 8019161 

10:38 佐藤 佑亮 東京大学3 8019186 
10:39 成松 陽 筑波大学4 8637778 
10:40 野口 晃太郎 北海道大学4 8651884 
10:41 網 優希 早稲田大学3 8667175 
10:42 稲毛 隆太 東北大学3 8641268 
10:43 大友 秀太 東京工業大学3 8651814 
10:44 長谷川 拓紀 筑波大学3 8637784 
10:45 若月 俊宏 東京工業大学4 8651803 
10:46 佐藤 珠有 茨城大学3 8637703 
10:47 根岸 龍宏 筑波大学3 8637781 
10:48 田中 郁也 名古屋大学3 8651835 
10:49 桑山 陽次 東北大学3 8664114 
10:50 根岸 健仁 一橋大学3 8651866 
10:51 清水 嘉人 北海道大学4 8651886 
10:52 有川 泰平 新潟大学3 8651847 
10:53 武田 信悟 北海道大学3 8651887 
10:54 中西 悠太 東京大学2 8019190 
10:55 真家 遼介 千葉大学2 8681318 
10:56 村井 智哉 東北大学3 8641279 
10:57 藤原 悠平 東京大学4 8019183 
10:58 公森 達郎 一橋大学2 8651871 
10:59 小高 敦志 岩手大学4 8637718 
11:00 土屋 輝 関東学院大学4 8024488 
11:01 向井 悠真 京都大学3 8024495 
11:02 小田 隼士 東京農工大学4 8024423 
11:03 栗山 朋大 横浜国立大学3 8667147 
11:04 吉川 辰也 名古屋大学3 8651834 
11:05 濱中 俊太郎 神戸大学2 8019164 
11:06 長井 翔太郎 京都大学3 8024497 
11:07 河野 弘士 東京工業大学3 8651810 
11:08 丸山 幸太 新潟大学4 8651842 
11:09 岡野 幹生 東京工業大学4 8651808 
11:10 大川 将司 横浜国立大学3 8667146 
11:11 浅井 蓮 静岡大学2 8681307 
11:12 森川 輔 千葉大学3 8681317 
11:13 宮岡 竜也 早稲田大学3 8667177 
11:14 河野 駿介 静岡大学3 8681304 
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 MUA2          参加人数94 
スタート 

時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 
番号 

9:40 鎌倉 京平 筑波大学2 8637787 
9:41 菅 悠柾 大阪大学2 8159897 
9:42 伊藤 嵩真 東京大学4 8019180 
9:43 森田 邦夫 静岡大学4 8681297 
9:44 大六野 祐斗 千葉大学2 8681319 
9:45 増井 貴登 東京理科大学3 8631063 
9:46 森田 悠生 名古屋大学4 8651832 
9:47 水野 渉吾 静岡大学4 8681300 
9:48 佐藤 隆 東京工業大学3 8651811 
9:49 倉本 輝 静岡大学3 8681303 
9:50 青木 航流 東京工業大学4 8651807 
9:51 龍溪 優希 京都大学4 8024494 
9:52 中谷 駿介 神戸大学3 8019162 
9:53 関 優斗 新潟大学2 8651851 
9:54 飯田 健太 神戸大学2 8019166 
9:55 坂本 慧 新潟大学4 8651843 
9:56 佐藤 宏紀 千葉大学2 8681321 
9:57 加賀 萌起 一橋大学2 8651870 
9:58 松井 泰道 早稲田大学4 8667174 
9:59 葛西 裕樹 東北大学3 8664111 

10:00 神谷 篤大 新潟大学2 8651850 
10:01 楊 泓志 横浜国立大学3 8667149 
10:02 宮口 祐誠 京都大学3 8024499 
10:03 伊藤 隼太郎 東京農工大学4 8631059 
10:04 相馬 哲兵 東京大学3 8019185 
10:05 倉田 暸一 東京工業大学4 8651804 
10:06 溝井 翔太 茨城大学4 8637702 
10:07 山田 凌平 岩手大学2 8637722 
10:08 上田 礼一 東京大学2 8019188 
10:09 川端 将也 大阪大学3 8159893 
10:10 倉上 英 慶應義塾大学2 8637756 
10:11 森 倭渡 北海道大学4 8651885 
10:12 君島 健太 東北大学3 8641269 
10:13 村田 千真 筑波大学4 8637776 
10:14 安齋 音哉 東京農工大学4 8631004 
10:15 市川 竣介 筑波大学2 8637786 
10:16 佐藤 裕太 千葉大学2 8681320 
10:17 松井 俊樹 静岡大学3 8681305 
10:18 杉浦 青空 新潟大学3 8651845 
10:19 中井 健介 筑波大学2 8637788 
10:20 鈴木 琢也 横浜国立大学4 8667145 
10:21 阿部 遼太郎 横浜市立大学4 8667137 
10:22 犬山 瑛斗 北海道大学3 8651889 
10:23 中村 諒 早稲田大学4 8667173 
10:24 伊與久 拓真 筑波大学4 8637779 
10:25 塚田 一希 京都大学3 8024501 
10:26 木村 詠吉 東京工業大学3 8651809 
10:27 イルマズ 恵明 京都大学3 8024502 
10:28 小林 伸次 東北大学4 8641262 
10:29 野上 世蓮 横浜国立大学3 8667148 
10:30 藤原 皓 金沢大学2 8637733 
10:31 岡本 哲史 京都大学4 8024493 
10:32 寺田 直加 東北大学4 8641264 
10:33 中林 優樹 慶應義塾大学3 8637755 
10:34 時任 晴央 東北大学3 8641270 
10:35 小俣 敦宏 名古屋工業大学4 8651828 
10:36 荒川 悠人 東京農工大学4 8631043 
10:37 波根 竣介 東北大学3 8641272 

10:38 細川 敦司 静岡大学4 8681298 
10:39 瓜生 侑 東京工業大学4 8651806 
10:40 藤澤 廉 東北大学3 8641274 
10:41 大西 肇 北海道大学3 8651888 
10:42 池田 馨 神戸大学2 8019165 
10:43 笹部 龍仁 京都大学4 8024491 
10:44 綾野 拓全 東京大学2 8019187 
10:45 植西 柳太 新潟大学3 8651846 
10:46 安藤 響也 茨城大学3 8637704 
10:47 澤田 直志 早稲田大学3 8667176 
10:48 川崎 拓巳 東京理科大学3 8631042 
10:49 舟木 大河 東北大学3 8641276 
10:50 嶋崎 彰人 関東学院大学3 8024489 
10:51 椿原 暖人 名古屋大学3 8651836 
10:52 末満 寛太 北海道大学3 8651892 
10:53 井上 拓紀 一橋大学2 8651868 
10:54 塚田 翔太 東京工業大学3 8651813 
10:55 山崎 晃一 筑波大学2 8637785 
10:56 岩瀬 晴生 京都大学2 8024503 
10:57 松嶋 亮弥 東京大学4 8019184 
10:58 名雪 青葉 筑波大学4 8637775 
10:59 小林 尚暉 東京大学4 8019182 
11:00 若林 海人 新潟大学3 8651844 
11:01 大槻 賢二朗 東北大学4 8641266 
11:02 大野 陽広 岩手大学4 8637720 
11:03 井上 匠梧 京都大学3 8024496 
11:04 早坂 鴻志 東北大学3 8641273 
11:05 小川 亮太郎 一橋大学2 8651869 
11:06 上田 皓一朗 立命館大学3 8007242 
11:07 仲長 航 一橋大学3 8651865 
11:08 萱尾 澄人 大阪大学4 8159892 
11:09 中村 亮佑 名古屋大学4 8651833 
11:10 角野 裕之 東京工業大学4 8651805 
11:11 満田 壮晴 大阪大学2 8159896 
11:12 井土 宙 静岡大学3 8681301 
11:13 冨安 蓮 北海道大学3 8651890 
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 MUF1          参加人数83 
スタート 

時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 
番号 

9:00 八尋 優樹 京都大学2 8024505 
9:01 Vacant   
9:02 澤野 祐希 新潟大学1 8651853 
9:03 高橋 光 岩手大学1 8637723 
9:04 丸山 悠人 北海道大学1 8651895 
9:05 古川 真跳 新潟大学1 8651855 
9:06 山田 大翔 東北大学1 8644975 
9:07 藤田 彰久 早稲田大学1 8024484 
9:08 山口 悠斗 東北大学1 8638281 
9:09 大木 翔太郎 金沢大学1 8637738 
9:10 野口 遊瑚 横浜国立大学1 8667153 
9:11 伊藤 崇仁 一橋大学1 8651873 
9:12 山下 雄大 神戸大学1 8019172 
9:13 白川 和希 東北大学1 8644967 
9:14 中村 和弘 神戸大学1 8019170 
9:15 本多 快 静岡大学1 8681312 
9:16 西村 遥歩 横浜国立大学1 8667162 
9:17 中盛 雷也 神戸大学1 8019167 
9:18 小野 慶真 法政大学1 8651881 
9:19 井上 太陽 静岡大学1 8681309 
9:20 大場 理主 東北大学1 8664119 
9:21 佐藤 康 筑波大学1 8637795 
9:22 小島 佑太 東北大学1 8641290 
9:23 寺町 俊輝 千葉大学1 8681322 
9:24 中谷 太陽 立命館大学1 8007245 
9:25 加用 直也 京都大学1 8159877 
9:26 久慈 洋平 東北大学1 8644966 
9:27 吉岡 春樹 京都大学1 8159873 
9:28 森田 裕也 東京農工大学1 8651827 
9:29 田中 優 京都大学1 8024508 
9:30 草野 伊武紀 大阪大学1 8159902 
9:31 宮本 颯太郎 神戸大学1 8019169 
9:32 伊藤 諒太郎 金沢工業大学1 8637731 
9:33 山本 彩人 静岡大学1 8681314 
9:34 小野 旭陽 名古屋大学1 8651840 
9:35 佐野 晴也 東京理科大学1 8024522 
9:36 堀口 航 東北大学1 8644970 
9:37 黒田 志音 東京理科大学1 8638279 
9:38 遠藤 颯汰 早稲田大学1 8024480 
9:39 酒井 幸太 名古屋大学1 8651837 
9:40 佐藤 怜 東北大学1 8644980 
9:41 髙橋 祐太 大阪大学1 8159904 
9:42 畦原 寿生 立教大学1 8667168 
9:43 高田 滉平 千葉大学1 8681323 
9:44 対馬 立也 静岡大学1 8681313 
9:45 雲尾 岳宗 筑波大学1 8637794 
9:46 小林 聖矢 明治大学1 8667135 
9:47 三井 健世 東京大学1 8630966 
9:48 四宮 裕一朗 京都大学1 8024507 
9:49 吉岡 奨悟 大阪大学1 8159905 
9:50 小林 大起 早稲田大学1 8024485 
9:51 佐藤 諒平 東京大学1 8631038 
9:52 塩崎 翔大 京都大学1 8159880 
9:53 加藤 聡一郎 金沢大学1 8637739 
9:54 増子 直人 慶應義塾大学1 8637760 
9:55 加茂 滉基 東京大学1 8019196 
9:56 久保 光輝 慶應義塾大学1 8637761 
9:57 川崎 陽暉 茨城大学1 8637705 

9:58 井崎 竜之介 横浜国立大学1 8667157 
9:59 松島 康祐 東京工業大学1 8651819 

10:00 齋藤 航世 千葉大学1 8681324 
10:01 末田 瑞樹 東京理科大学1 8024532 
10:02 金原 幸大 千葉大学1 8681326 
10:03 木崎 拓真 筑波大学1 8637792 
10:04 植田 博貴 京都大学1 8159870 
10:05 市川 優人 早稲田大学1 8667179 
10:06 門 瑞起 大阪大学1 8159906 
10:07 小野寺 創牙 茨城大学1 8637708 
10:08 山本 敬太 大阪大学1 8159903 
10:09 江尻 航汰 東京工業大学1 8651824 
10:10 武田 翔 立命館大学1 8007246 
10:11 伊東 秀真 横浜国立大学1 8667156 
10:12 大道 樹 京都大学1 8159875 
10:13 宇野 優大 横浜国立大学1 8667158 
10:14 宮村 一輝 広島大学1 8651878 
10:15 吹田 一馬 京都大学1 8159881 
10:16 大沼 陽介 東京大学1 8019192 
10:17 田宮 響 茨城大学1 8637709 
10:18 左藤 礼司 法政大学1 8651882 
10:19 石井 裕一朗 京都大学1 8159883 
10:20 酒井 大地 東京工業大学1 8651818 
10:21 谷口 瑞樹 筑波大学1 8637789 
10:22 上妻 慶太 横浜国立大学1 8667159 
10:23 後藤 結是 筑波大学1 8637796   
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 MUF2          参加人数81 
スタート 

時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 
番号 

9:00 浦部 健二 慶應義塾大学2 8637757 
9:01 Vacant   
9:02 稲邉 拓哉 筑波大学1 8637793 
9:03 根本 浩平 東京理科大学1 8024526 
9:04 千葉 奨太郎 横浜国立大学1 8667160 
9:05 須田 陸 茨城大学1 8637706 
9:06 谷川 晴宣 神戸大学1 8019171 
9:07 福田 雅弥 新潟大学1 8651854 
9:08 猪股 浩生 京都大学1 8159882 
9:09 大平 昂典 大阪大学1 8159900 
9:10 渡部 司 東京理科大学1 8024533 
9:11 近藤 慶音 東京工業大学1 8651821 
9:12 玉木 林哉 京都大学1 8159879 
9:13 高辻 乃輔 名古屋大学1 8651839 
9:14 毛利 智紀 京都大学1 8024506 
9:15 水谷 悠人 静岡大学1 8681310 
9:16 藤田 遥人 東京大学1 8019193 
9:17 石原 怜甫 千葉大学1 8681330 
9:18 上村 祥太郎 早稲田大学1 8024481 
9:19 渥見 大成 東北大学1 8631017 
9:20 森 旭陽 千葉大学1 8681325 
9:21 知久 純也 立命館大学1 8007244 
9:22 浅川 颯風 横浜国立大学1 8667154 
9:23 山口 英昭 東京工業大学1 8651825 
9:24 北江 渓吾 慶應義塾大学1 8637759 
9:25 藤掛 凜大 早稲田大学1 8024483 
9:26 市村 篤 東北大学1 8638285 
9:27 和田 滉 金沢大学1 8637735 
9:28 張 宇威 京都大学1 8159884 
9:29 長尾 宏人 金沢大学1 8637736 
9:30 波多野 直人 大阪大学1 8159901 
9:31 吉野 晴基 金沢工業大学1 8637732 
9:32 大塚 誠也 東京理科大学1 8024525 
9:33 延嶋 星那 茨城大学1 8637707 
9:34 横山 大樹 東北大学1 8641288 
9:35 石原 潮人 京都大学1 8024509 
9:36 折橋 旺 東京大学1 8019194 
9:37 畑 敦也 東北大学1 8644969 
9:38 角田 和貴 京都大学1 8159872 
9:39 松井 琉音 大阪大学1 8159898 
9:40 古寺 功明 東京工業大学1 8651820 
9:41 八房 穣 千葉大学1 8681328 
9:42 豊田 暁彦 早稲田大学1 8667178 
9:43 石井 康喜 京都大学1 8159878 
9:44 伊藤 最 横浜国立大学1 8024472 
9:45 深田 遥斗 茨城大学1 8637710 
9:46 平出 駿 東北大学1 8644979 
9:47 小田切 優汰 東京理科大学1 8024555 
9:48 米山 慧 東京工業大学1 8651823 
9:49 小野 健未 筑波大学1 8637791 
9:50 丸田 祐大 大阪大学1 8159899 
9:51 濵口 祐至 京都大学1 8159871 
9:52 玉置 勇斗 大阪大学1 8159907 
9:53 竹田 涼馬 京都大学1 8024510 
9:54 竹下 恭成 東北大学1 8644974 
9:55 北原 隆明 千葉大学1 8681329 
9:56 宮本 周 東北大学1 8664140 
9:57 勝野 隼 広島大学1 8651877 

9:58 津田 泰裕 東京工業大学1 8651817 
9:59 加藤 偉於 慶應義塾大学1 8637758 

10:00 川口 颯太 金沢大学1 8637737 
10:01 東 翔希 横浜国立大学1 8667161 
10:02 廉林 仁寿 東京大学1 8019195 
10:03 荒川 恭誠 名古屋大学1 8651838 
10:04 青木 颯汰 東京工業大学1 8651822 
10:05 高尾 笙甫 京都大学1 8159874 
10:06 佐藤 優太郎 東京大学1 8019198 
10:07 高塚 碩己 千葉大学1 8681327 
10:08 Vacant   
10:09 野村 恒祐 東北大学1 8644968 
10:10 野村 尚志 立命館大学1 8007247 
10:11 山根 直樹 筑波大学1 8637790 
10:12 岸 隼平 東京大学1 8019197 
10:13 飯島 浩平 静岡大学1 8681311 
10:14 及川 貴大 横浜国立大学1 8667151 
10:15 力丸 航 横浜市立大学1 8667139 
10:16 弓田 和生 法政大学1 8651883 
10:17 小野寺 悠太 一橋大学1 8651874 
10:18 鈴木 悠馬 静岡大学1 8681308 
10:19 原 総吾 早稲田大学1 8024482 
10:20 榎木 敦也 京都大学1 8159876 
10:21 織田 暁斗 神戸大学1 8019168 
10:22 古川 陽斗 横浜国立大学1 8667152 
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 WUA          参加人数70 
スタート 

時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 
番号 

10:08 溝渕 賀子 神戸大学3 8019173 
10:09 髙野 玲奈 横浜市立大学3 8667140 
10:10 重岡 慧実 京都大学3 8159885 
10:11 山賀 千尋 大阪大学4 8159908 
10:12 冨山 詩央里 実践女子大学4 8637767 
10:13 羽鳥 汐音 新潟大学2 8651857 
10:14 杉浦 野乃子 椙山女学園大学3 8637774 
10:15 駒崎 成美 神戸大学3 8019174 
10:16 矢作 香織 慶應義塾大学4 8637762 
10:17 矢倉 美励 千葉大学3 8681333 
10:18 森江 菜々子 京都女子大学3 8637744 
10:19 島崎 はるか 茨城大学3 8637717 
10:20 中村 優那 京都女子大学3 8637746 
10:21 中川 和音 日本女子大学3 8651858 
10:22 坂根 歩実 実践女子大学3 8637768 
10:23 須本 みずほ 椙山女学園大学4 8637772 
10:24 吉田 茉莉枝 茨城大学4 8637713 
10:25 田中 恵子 相模女子大学3 8637764 
10:26 中井 愛実 奈良女子大学3 8159915 
10:27 小橋 唯華 京都女子大学4 8637742 
10:28 山崎 璃果 椙山女学園大学4 8637771 
10:29 毛利 真子 茨城大学3 8637716 
10:30 鎌田 美穂 北海道大学2 8651897 
10:31 酒井 舞子 京都女子大学4 8637743 
10:32 池ヶ谷 みのり 一橋大学4 8651875 
10:33 泉山 実和奈 神戸大学3 8019176 
10:34 加藤 涼子 慶應義塾大学3 8637763 
10:35 猪股 紗如 千葉大学3 8681332 
10:36 久米 明日香 神戸大学3 8019175 
10:37 藤田 奈津美 奈良女子大学4 8159912 
10:38 佐藤 美那子 横浜国立大学4 8667163 
10:39 今井 里奈 椙山女学園大学3 8637773 

10:40 中村 莉子 宮城学院女子大
学4 8651900 

10:41 林 里美 大阪大学2 8159910 
10:42 渥美 結菜 金沢大学2 8637741 

10:43 佐々木 亜珠 宮城学院女子大
学4 8651898 

10:44 松浦 千尋 金沢大学3 8640513 
10:45 崎原 美咲紀 千葉大学3 8681331 
10:46 高橋 志穂 岩手大学4 8637724 
10:47 池田 夏希 日本女子大学3 8000792 
10:48 三上 夏生 横浜国立大学3 8667164 
10:49 山口 慈 奈良女子大学4 8159914 
10:50 藤中 美波 日本女子大学3 8651861 
10:51 明神 紀子 聖心女子大学4 8681315 
10:52 佐々木 花衣 茨城大学3 8637714 
10:53 松本 芽依 横浜市立大学3 8667141 
10:54 土田 千聖 名古屋大学4 8651841 

10:55 坂巻 朱里 十文字学園女子
大学3 8159890 

10:56 髙倉 玲衣 宮城学院女子大
学4 8651899 

10:57 小田 明日香 京都女子大学2 8637747 
10:58 太田 伊代香 北海道大学3 8651896 
10:59 山本 小百合 茨城大学3 8637715 
11:00 遠藤 めい 新潟大学3 8024561 
11:01 鶴岡 涼 東京理科大学2 8024531 

11:02 米内 望 岩手大学3 8637725 

11:03 宇佐美 綾野 宮城学院女子大
学3 8667131 

11:04 石黒 麻柚菜 日本女子大学3 8651859 
11:05 根本 真子 茨城大学4 8637712 
11:06 佐藤 頌子 大阪大学2 8159911 
11:07 佐藤 隆奈 筑波大学3 8637797 
11:08 佐藤 加奈 立教大学4 8667169 
11:09 市野 夢衣 奈良女子大学4 8159913 
11:10 明田 彩里 椙山女学園大学4 8637770 
11:11 菊地 美里 東北大学3 8638271 
11:12 押川 比奈 奈良女子大学2 8159916 
11:13 渡辺 花蓮 茨城大学4 8637711 
11:14 澤木 彩 大阪大学2 8159909 
11:15 森本 雛子 京都女子大学3 8637745 

11:16 工藤 藍花 十文字学園女子
大学3 8159889 

11:17 森下 遥 千葉大学2 8681334 
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 WUF          参加人数65 
スタート 

時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 
番号 

9:00 寺本 遊林 京都女子大学2 8637748 
9:01 高谷 美帆 京都女子大学2 8637749 
9:02 Vacant   
9:03 林 牧穂 奈良女子大学1 8007233 
9:04 安達 理紗子 神戸大学1 8019177 
9:05 久田 琴音 奈良女子大学1 8007231 
9:06 高見 綾花 広島大学1 8651879 
9:07 前川 蓮 奈良女子大学1 8159919 
9:08 白戸 柚名 岩手大学1 8637728 
9:09 伊東 京香 早稲田大学1 8024486 
9:10 箕浦 夕紀 立命館大学1 8007249 
9:11 小見 梨々花 早稲田大学1 8024487 
9:12 眞田 莉花 東京理科大学1 8641258 
9:13 飯田 真琴 東京工業大学1 8651826 
9:14 中嶋 智桃 京都大学1 8159886 
9:15 天田 鈴 横浜国立大学1 8667165 
9:16 近藤 凜 奈良女子大学1 8159918 
9:17 細野 泉 津田塾大学1 8651802 
9:18 小島 優唯 一橋大学1 8651876 
9:19 澤橋 さくら 京都女子大学1 8637751 
9:20 羽岡 美紀 京都大学1 8159888 
9:21 浦中 美里 東京理科大学1 8641255 
9:22 親川 和愛 横浜市立大学1 8667143 
9:23 高橋 実沙 京都女子大学1 8637752 

9:24 齋藤 香穂 宮城学院女子大
学1 8667133 

9:25 岡本 真優 立教大学1 8667170 
9:26 岡田 彩音 奈良女子大学1 8007241 
9:27 藤澤 ゆい 神戸大学1 8019178 
9:28 間正 百香 立命館大学1 8007248 
9:29 村井 涼香 京都女子大学1 8637750 
9:30 山本 咲桜 奈良女子大学1 8007237 
9:31 門井 みなみ 日本女子大学1 8651864 
9:32 佐伯 ひより 奈良女子大学1 8007236 
9:33 日高 綾音 京都大学1 8159887 
9:34 渡邉 咲妃 日本女子大学1 8000794 
9:35 今村 夏海 相模女子大学1 8637766 
9:36 今 晴香 岩手大学1 8637726 
9:37 田上 芽依 相模女子大学1 8637765 
9:38 原 彩乃 奈良女子大学1 8159917 
9:39 和田 真由子 筑波大学1 8000323 
9:40 竹内 琴美 奈良女子大学1 8007235 
9:41 兼松 海琴 日本女子大学1 8651862 
9:42 鷲津 加子 東北大学1 8019158 
9:43 出口 絃 奈良女子大学1 8007234 
9:44 冨田 明花 千葉大学1 8681335 
9:45 平田 千畝 津田塾大学1 8651801 
9:46 角 美咲希 奈良女子大学1 8007240 
9:47 楊 姝穎 立教大学1 8667171 
9:48 金道 志野 横浜国立大学1 8667166 
9:49 穴田 小都 奈良女子大学1 8007238 
9:50 笹村 和加 岩手大学1 8637727 
9:51 林 明穂 東北大学1 8631026 
9:52 多葉田 陽菜子 奈良女子大学1 8007230 

9:53 後藤 瑠佳 宮城学院女子大
学1 8667132 

9:54 田辺 葵 奈良女子大学1 8007232 
9:55 宮津 奈緒美 東北大学1 8641286 

9:56 畠山 碧 宮城学院女子大
学1 8667134 

9:57 内木 睦 津田塾大学1 8637800 
9:58 黒川 琴未 奈良女子大学1 8007239 
9:59 安部 紗也佳 横浜市立大学1 8667144 

10:00 江藤 彩也子 筑波大学1 8637799 
10:01 宮川 葵衣 東京理科大学1 8641259 
10:02 相葉 莉子 横浜市立大学1 8667142 
10:03 桑原 唯歩 横浜国立大学1 8667167 
10:04 溝端 昭子 明治大学1 8667136 
10:05 山口 瑠奈 岩手大学1 8637729 
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10 スタートリスト（ロング） 

 

10.1選手権の部 
・★印はシード選手です。 

  ME                  参加人数62 
スタート 
時刻 氏名 学校・学年 Eカード 

番号 
11:00 和田 佳丈 静岡大学4 505257 
11:02 阿部 遼太郎 横浜市立大学4 507533 
11:04 坂本 慧 新潟大学4 514059 
11:06 谷 遼太郎 大阪大学3 510492 
11:08 森 倭渡 北海道大学4 506499 
11:10 伊藤 良介 京都大学4 507411 
11:12 野口 晃太郎 北海道大学4 506395 
11:14 稲毛 隆太 東北大学3 249299 
11:16 名雪 青葉 筑波大学4 レンタル 
11:18 牧島 滉平 広島大学3 レンタル 
11:20 古関 駿介 東北大学4 240422 
11:22 吉仲 瑞貴 京都大学3 レンタル 
11:24 若林 海人 新潟大学3 514062 
11:26 岡本 哲史 京都大学4 245605 
11:28 萱尾 澄人 大阪大学4 507506 
11:30 藤原 悠平 東京大学4 244653 
11:32 清水 嘉人 北海道大学4 506392 
11:34 平岩 伊武季 筑波大学3 512729 
11:36 伊地知 淳 千葉大学4 513235 
11:38 伊藤 頌太 慶應義塾大学4 507476 
11:40 祖父江 有祐 筑波大学3 レンタル 
11:42 羽田 拓真 横浜国立大学3 510454 
11:44 折橋 旺 東京大学1 257856 
11:46 永山 遼真 筑波大学3 506122 
11:48 金子 隼人 東京大学2 513027 
11:50 宮岡 竜也 早稲田大学3 510502 
11:52 波根 竣介 東北大学3 249318 
11:54 立松 空 早稲田大学3 510497 
11:56 根岸 健仁 一橋大学3 513035 
11:58 髙橋 直道 東北大学4 240524 
12:00 用松 知樹 慶應義塾大学3 510559 
12:02 今野 陽一 東北大学4 240420 
12:04 本庄 祐一 東京大学3 251151 
12:06 藤井 一樹 名古屋工業大学4 507384 
12:08 谷口 瞬生 大阪大学3 510491 
12:10 櫻井 千尋 名古屋大学3 510244 
12:12 田淵 ヒカル 慶應義塾大学4 507743 
12:14 ★二俣 真 京都大学3 510495 
12:16 村井 智哉 東北大学3 249324 
12:18 井上 匠梧 京都大学3 510643 
12:20 若月 俊宏 東京工業大学4 509625 
12:22 ★森清 星也 早稲田大学2 510612 
12:24 高松 暉 筑波大学3 レンタル 
12:26 向井 悠真 京都大学3 510485 
12:28 千葉 滉平 東北大学4 240616 
12:30 ★粟生 啓介 名古屋大学4 507355 
12:32 高木 一人 北海道大学3 250417 
12:34 小林 尚暉 東京大学4 244661 
12:36 森田 邦夫 静岡大学4 505347 
12:38 ★朝間 玲羽 東京大学4 244600 

12:40 浴本 悠貴 神戸大学3 510599 
12:42 石田 倫啓 京都大学4 245712 
12:44 村田 千真 筑波大学4 レンタル 
12:46 ★平岡 丈 京都大学3 510640 
12:48 加藤 千晴 東北大学4 240454 
12:50 竹重 拓輝 大阪大学4 507507 
12:52 中野 海斗 神戸大学3 レンタル 
12:54 ★鈴木 遼賀 岩手大学3 251267 
12:56 小林 俊介 東北大学4 240593 
12:58 末満 寛太 北海道大学3 レンタル 
13:00 宮川 靖弥 東京工業大学4 507471 
13:02 ★伊藤 元春 東京大学4 244606 

 
 WE                   参加人数30 
ｽﾀｰﾄ 
時刻 氏名 学校・学年 

Eカー
ド 

番号 
11:17 須本 みずほ 椙山女学園大学4 245058 
11:19 岩﨑 佑美 慶應義塾大学4 507531 
11:21 五十嵐 羽奏 名古屋大学4 244542 
11:23 吉田 菜々子 東京理科大学2 502600 
11:25 中神 智香 静岡大学4 505255 
11:27 明田 彩里 椙山女学園大学4 244528 
11:29 菊地 美里 東北大学3 249305 
11:31 今井 里奈 椙山女学園大学3 510350 
11:33 福田 有紗 国際基督教大学2 513029 
11:35 藤井 明日香 関東学院大学4 507744 
11:37 上島 じゅ菜 お茶の水女子大学3 251255 
11:39 栗山 ももこ 横浜市立大学3 512370 
11:41 髙野 玲奈 横浜市立大学3 510458 
11:43 ★水上 玲奈 東北大学3 239520 
11:45 臼井 千尋 東京工業大学4 512323 
11:47 明神 紀子 聖心女子大学4 244654 
11:49 永山 尚佳 神戸大学4 507477 
11:51 ★阿部 悠 実践女子大学4 244709 
11:53 大石 遥 新潟大学2 514068 
11:55 大栗 由希 茨城大学4 506123 
11:57 土田 千聖 名古屋大学4 244546 
11:59 ★松本 萌恵 神戸大学3 510331 
12:01 重岡 慧実 京都大学3 510486 
12:03 猪股 紗如 千葉大学3 240110 
12:05 佐藤 美那子 横浜国立大学4 507535 
12:07 ★長瀬 麻里子 お茶の水女子大学3 251256 
12:09 菊池 美結 岩手大学4 245717 
12:11 榎戸 麻衣 日本女子大学3 510508 
12:13 池ヶ谷 みのり 一橋大学4 244595 
12:15 ★近藤 花保 名古屋大学3 510352 
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10.2一般の部
 MUF1          参加人数86 
スタート 

時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 
番号 

9:00 中村 昂陽 京都大学2 レンタル 
9:01 vacant   

9:02 vacant   

9:03 vacant   

9:04 vacant   

9:05 石原 怜甫 千葉大学1 511060 
9:06 高辻 乃輔 名古屋大学1 254699 
9:07 伊藤 諒太郎 金沢工業大学1 196654 
9:08 本多 快 静岡大学1 250022 
9:09 佐藤 怜 東北大学1 レンタル 
9:10 八房 穣 千葉大学1 228337 
9:11 根本 浩平 東京理科大学1 222918 
9:12 東 翔希 横浜国立大学1 251487 
9:13 山本 敬太 大阪大学1 レンタル 
9:14 江尻 航汰 東京工業大学1 507457 
9:15 稲邉 拓哉 筑波大学1 レンタル 
9:16 北江 渓吾 慶應義塾大学1 512359 
9:17 玉置 勇斗 大阪大学1 レンタル 
9:18 水谷 悠人 静岡大学1 248967 
9:19 渡部 司 東京理科大学1 507529 
9:20 長谷部 倫太 東京大学1 レンタル 
9:21 中橋 侑久 東京理科大学1 レンタル 
9:22 市川 優人 早稲田大学1 222811 
9:23 上妻 慶太 横浜国立大学1 512398 
9:24 角田 和貴 京都大学1 レンタル 
9:25 vacant   

9:26 小田切 優汰 東京理科大学1 レンタル 
9:27 原 総吾 早稲田大学1 222784 
9:28 廉林 仁寿 東京大学1 レンタル 
9:29 大道 樹 京都大学1 レンタル 
9:30 遠藤 颯汰 早稲田大学1 222810 
9:31 鈴木 悠馬 静岡大学1 レンタル 
9:32 山口 悠斗 東北大学1 254355 
9:33 深田 遥斗 茨城大学1 レンタル 
9:34 小野 旭陽 名古屋大学1 512667 
9:35 伊藤 崇仁 一橋大学1 レンタル 
9:36 濵口 祐至 京都大学1 レンタル 
9:37 力丸 航 横浜市立大学1 512368 
9:38 小林 大起 早稲田大学1 レンタル 
9:39 岸 隼平 東京大学1 257857 
9:40 藤田 彰久 早稲田大学1 222789 
9:41 藤田 遥人 東京大学1 257855 
9:42 川口 颯太 金沢大学1 509781 
9:43 高橋 光 岩手大学1 レンタル 
9:44 福田 雅弥 新潟大学1 512239 
9:45 野村 尚志 立命館大学1 レンタル 
9:46 吉岡 春樹 京都大学1 レンタル 
9:47 長尾 宏人 金沢大学1 509780 
9:48 加藤 偉於 慶應義塾大学1 512358 
9:49 毛利 智紀 京都大学1 レンタル 
9:50 松島 康祐 東京工業大学1 507474 
9:51 雲尾 岳宗 筑波大学1 レンタル 
9:52 勝野 隼 広島大学1 レンタル 
9:53 草野 伊武紀 大阪大学1 レンタル 
9:54 米山 慧 東京工業大学1 507508 

9:55 織田 暁斗 神戸大学1 レンタル 
9:56 野村 恒祐 東北大学1 254342 
9:57 宇野 優大 横浜国立大学1 512399 
9:58 谷口 瑞樹 筑波大学1 レンタル 
9:59 田中 優 京都大学1 レンタル 

10:00 寺町 俊輝 千葉大学1 210377 
10:01 古川 真跳 新潟大学1 512240 
10:02 白川 和希 東北大学1 254356 
10:03 加用 直也 京都大学1 レンタル 
10:04 田宮 響 茨城大学1 レンタル 
10:05 山下 雄大 神戸大学1 レンタル 
10:06 平出 駿 東北大学1 レンタル 
10:07 高塚 碩己 千葉大学1 513229 
10:08 横山 大樹 東北大学1 254354 
10:09 北原 隆明 千葉大学1 228338 
10:10 門 瑞起 大阪大学1 レンタル 
10:11 白石 敦也 東京農工大学1 239627 
10:12 石井 裕一朗 京都大学1 レンタル 
10:13 波多野 直人 大阪大学1 レンタル 
10:14 加茂 滉基 東京大学1 レンタル 
10:15 大木 翔太郎 金沢大学1 509782 
10:16 田中 智之 東京大学1 257860 
10:17 竹下 恭成 東北大学1 515807 
10:18 知久 純也 立命館大学1 レンタル 
10:19 丸山 悠人 北海道大学1 レンタル 
10:20 小野寺 創牙 茨城大学1 レンタル 
10:21 古川 陽斗 横浜国立大学1 512395 
10:22 久慈 洋平 東北大学1 254665 
10:23 伊藤 最 横浜国立大学1 512393 
10:24 左藤 礼司 法政大学1 レンタル 
10:25 玉木 林哉 京都大学1 レンタル 
10:26 山根 直樹 筑波大学1 レンタル 
10:27 吹田 一馬 京都大学1 レンタル 
10:28 中盛 雷也 神戸大学1 レンタル 
10:29 浅川 颯風 横浜国立大学1 512394 
10:30 古寺 功明 東京工業大学1 507510 
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 MUF2          参加人数87 
スタート 

時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 
番号 

9:00 八尋 優樹 京都大学2 レンタル 
9:01 vacant   

9:02 vacant   

9:03 vacant   

9:04 vacant   

9:05 吉岡 奨悟 大阪大学1 レンタル 
9:06 佐野 晴也 東京理科大学1 レンタル 
9:07 榎木 敦也 京都大学1 レンタル 
9:08 黒田 志音 東京理科大学1 222917 
9:09 高尾 笙甫 京都大学1 レンタル 
9:10 金原 幸大 千葉大学1 513234 
9:11 佐藤 諒平 東京大学1 257859 
9:12 山本 彩人 静岡大学1 レンタル 
9:13 藤掛 凜大 早稲田大学1 222916 
9:14 弓田 和生 法政大学1 レンタル 
9:15 武田 翔 立命館大学1 レンタル 
9:16 和田 滉 金沢大学1 509779 
9:17 畦原 寿生 立教大学1 レンタル 
9:18 澤野 祐希 新潟大学1 512238 
9:19 後藤 結是 筑波大学1 レンタル 
9:20 石原 潮人 京都大学1 レンタル 
9:21 堀口 航 東北大学1 254363 
9:22 山口 英昭 東京工業大学1 507475 
9:23 小林 聖矢 明治大学1 レンタル 
9:24 大平 昂典 大阪大学1 レンタル 
9:25 中村 和弘 神戸大学1 レンタル 
9:26 井上 太陽 静岡大学1 220287 
9:27 豊田 暁彦 早稲田大学1 222783 
9:28 木崎 拓真 筑波大学1 レンタル 
9:29 石井 康喜 京都大学1 レンタル 
9:30 伊東 秀真 横浜国立大学1 512396 
9:31 植田 博貴 京都大学1 レンタル 
9:32 小野 健未 筑波大学1 レンタル 
9:33 野口 遊瑚 横浜国立大学1 512392 
9:34 小野 雅貴 東京農工大学1 239631 
9:35 森田 裕也 東京農工大学1 239623 
9:36 小野 慶真 法政大学1 257862 
9:37 猪股 浩生 京都大学1 レンタル 
9:38 森 旭陽 千葉大学1 513231 
9:39 酒井 幸太 名古屋大学1 513107 
9:40 増子 直人 慶應義塾大学1 512360 
9:41 宮村 一輝 広島大学1 レンタル 
9:42 井崎 竜之介 横浜国立大学1 512397 
9:43 対馬 立也 静岡大学1 レンタル 
9:44 近藤 慶音 東京工業大学1 507370 
9:45 久保 光輝 慶應義塾大学1 512361 
9:46 上村 祥太郎 早稲田大学1 222788 
9:47 加藤 聡一郎 金沢大学1 509783 
9:48 四宮 裕一朗 京都大学1 レンタル 
9:49 荒川 恭誠 名古屋大学1 512665 
9:50 沢口 秀太 岩手大学1 レンタル 
9:51 須田 陸 茨城大学1 レンタル 
9:52 津田 泰裕 東京工業大学1 507458 
9:53 飯島 浩平 静岡大学1 251461 
9:54 宮本 周 東北大学1 レンタル 
9:55 竹田 涼馬 京都大学1 レンタル 
9:56 市村 篤 東北大学1 254334 
9:57 桑本 知貴 早稲田大学1 レンタル 

9:58 及川 貴大 横浜国立大学1 251471 
9:59 青木 颯汰 東京工業大学1 507405 

10:00 京井 亮太 東京理科大学1 510611 
10:01 遠藤 陽太 東京大学1 レンタル 
10:02 千葉 奨太郎 横浜国立大学1 251472 
10:03 大塚 誠也 東京理科大学1 レンタル 
10:04 吉野 晴基 金沢工業大学1 196653 
10:05 小野寺 悠太 一橋大学1 レンタル 
10:06 松井 琉音 大阪大学1 レンタル 
10:07 中谷 太陽 立命館大学1 レンタル 
10:08 宮本 颯太郎 神戸大学1 レンタル 
10:09 畑 敦也 東北大学1 254362 
10:10 佐藤 優太郎 東京大学1 レンタル 
10:11 谷川 晴宣 神戸大学1 レンタル 
10:12 大沼 陽介 東京大学1 レンタル 
10:13 塩崎 翔大 京都大学1 レンタル 
10:14 髙橋 祐太 大阪大学1 レンタル 
10:15 大場 理主 東北大学1 256452 
10:16 齋藤 航世 千葉大学1 513232 
10:17 西村 遥歩 横浜国立大学1 251489 
10:18 張 宇威 京都大学1 レンタル 
10:19 渥見 大成 東北大学1 254340 
10:20 川崎 陽暉 茨城大学1 レンタル 
10:21 佐藤 康 筑波大学1 レンタル 
10:22 延嶋 星那 茨城大学1 レンタル 
10:23 美濃部 駿 横浜市立大学1 512367 
10:24 三井 健世 東京大学1 レンタル 
10:25 小島 佑太 東北大学1 256455 
10:26 久保木 航 東京大学1 257858 
10:27 山田 大翔 東北大学1 256450 
10:28 丸田 祐大 大阪大学1 レンタル 
10:29 高田 滉平 千葉大学1 513228 
10:30 末田 瑞樹 東京理科大学1 510613 
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 MUL1          参加人数85 
スタート 

時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 
番号 

9:00 松嶋 亮弥 東京大学4 244659 
9:01 小森 直人 芝浦工業大学3 251154 
9:02 君島 健太 東北大学3 249306 
9:03 大西 肇 北海道大学3 レンタル 
9:04 大野 陽広 岩手大学4 レンタル 
9:05 松井 泰道 早稲田大学4 510591 
9:06 イルマズ 恵明 京都大学3 510489 
9:07 小川 誠人 静岡大学3 220400 
9:08 中島 怜士 東京農工大学3 239518 
9:09 楊 泓志 横浜国立大学3 510452 
9:10 荒川 悠人 東京農工大学4 239522 
9:11 中谷 駿介 神戸大学3 510442 
9:12 髙木 大誠 金沢大学3 509775 
9:13 山崎 嘉津人 東京工業大学3 512245 
9:14 藤原 皓 金沢大学2 509776 
9:15 野上 世蓮 横浜国立大学3 511058 
9:16 嶋崎 彰人 関東学院大学3 240502 
9:17 山田 凌平 岩手大学2 レンタル 
9:18 大友 秀太 東京工業大学3 512324 
9:19 関 優斗 新潟大学2 512236 
9:20 伊藤 隼太郎 東京農工大学4 239624 
9:21 東條 秀祐 京都大学4 507412 
9:22 萩原 宏哉 東北大学3 249317 
9:23 大六野 祐斗 千葉大学2 511059 
9:24 大槻 賢二朗 東北大学4 240523 
9:25 岩渕 悠太 新潟大学4 514056 
9:26 森下 晃成 静岡大学4 249338 

9:27 橋本 遼佑 神戸工業高等専
門学校2 レンタル 

9:28 阿保 匠真 東北大学3 249265 
9:29 中林 優樹 慶應義塾大学3 251476 
9:30 小林 哲郎 東北大学4 240424 
9:31 佐藤 佑亮 東京大学3 251012 
9:32 井土 宙 静岡大学3 505256 
9:33 河野 弘士 東京工業大学3 512322 
9:34 市橋 駿 新潟大学2 512148 
9:35 伊與久 拓真 筑波大学4 レンタル 
9:36 中野 佑太朗 新潟大学3 512146 
9:37 野田 聡 東京工業大学3 507473 
9:38 内藤 駿 名古屋工業大学3 251272 
9:39 成松 陽 筑波大学4 レンタル 
9:40 疋田 雅裕 静岡大学3 220395 
9:41 小林 直登 名古屋大学3 510392 
9:42 井上 拓紀 一橋大学2 513037 
9:43 石川 諒 東北大学3 249297 
9:44 青島 光太郎 筑波大学3 レンタル 
9:45 丸山 幸太 新潟大学4 514058 
9:46 笹部 龍仁 京都大学4 レンタル 
9:47 角野 裕之 東京工業大学4 248855 
9:48 入江 龍成 早稲田大学3 510500 
9:49 上田 皓一朗 立命館大学3 510659 
9:50 川端 将也 大阪大学3 510493 
9:51 倉上 英 慶應義塾大学2 513114 
9:52 青木 柚樹 大阪大学3 510448 
9:53 堀内 颯介 茨城大学3 509757 
9:54 増井 貴登 東京理科大学3 510607 
9:55 長野 那由多 東京工業大学3 512139 
9:56 平野 良 北海道大学2 レンタル 

9:57 板垣 星哉 慶應義塾大学3 513116 
9:58 衣笠 匠斗 東京大学3 251010 
9:59 碓井 玲 横浜国立大学3 251936 

10:00 森 恒大 筑波大学4 レンタル 
10:01 鳥屋尾 太樹 大阪大学3 レンタル 
10:02 西原 大貴 東北大学3 249314 
10:03 今 翔太 新潟大学3 514061 
10:04 冨安 蓮 北海道大学3 250419 
10:05 岩瀬 晴生 京都大学2 レンタル 
10:06 大川 将司 横浜国立大学3 512364 
10:07 堂垂 悠人 北海道大学3 レンタル 
10:08 伊藤 嵩真 東京大学4 250409 
10:09 菅波 崇志 筑波大学3 レンタル 
10:10 佐藤 宏紀 千葉大学2 185375 
10:11 岡野 幹生 東京工業大学4 509770 
10:12 時任 晴央 東北大学3 249311 
10:13 鈴村 祐也 岩手大学3 レンタル 
10:14 澤田 直志 早稲田大学3 510594 
10:15 倉本 輝 静岡大学3 レンタル 
10:16 瓜生 侑 東京工業大学4 248899 
10:17 渡辺 陽太 東京大学2 513028 
10:18 矢田 祐喜 静岡大学4 512732 
10:19 速水 駿 名古屋大学4 507352 
10:20 真家 遼介 千葉大学2 240249 
10:21 溝井 翔太 茨城大学4 506124 
10:22 vacant   
10:23 京屋 陽介 名古屋大学4 507354 
10:24 加賀 萌起 一橋大学2 513025 
10:25 前川 光鷹 東京理科大学4 507427 
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 MUL2          参加人数84 
スタート 

時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 
番号 

9:00 舟木 大河 東北大学3 249321 
9:01 木村 陸人 金沢大学3 509774 
9:02 小高 敦志 岩手大学4 245715 
9:03 川崎 拓巳 東京理科大学3 222769 
9:04 杉村 天 神戸大学3 510443 
9:05 岡田 航太朗 東京理科大学3 510501 
9:06 根岸 龍宏 筑波大学3 レンタル 
9:07 村中 結希 京都大学4 レンタル 
9:08 今井 悠 慶應義塾大学2 513118 
9:09 寺田 直加 東北大学4 240423 
9:10 曲田 貴大 新潟大学4 514057 
9:11 仲長 航 一橋大学3 250512 
9:12 加賀谷 湧 東京大学2 513039 
9:13 服部 柾宏 名古屋工業大学3 251273 
9:14 徳力 雅哉 立命館大学2 レンタル 
9:15 河野 駿介 静岡大学3 248922 
9:16 木村 詠吉 東京工業大学3 512325 
9:17 鈴木 啓耀 静岡大学4 レンタル 
9:18 河野 隼司 東京大学4 244655 
9:19 金澤 晴樹 京都大学4 507414 
9:20 相馬 哲兵 東京大学3 251117 
9:21 鈴木 海斗 名古屋大学3 510247 
9:22 倉田 暸一 東京工業大学4 509520 
9:23 伊藤 滉太 新潟大学2 512237 
9:24 青木 航流 東京工業大学4 509769 
9:25 藤澤 達也 東京大学3 251150 
9:26 和佐田 祥太朗 京都大学4 510487 
9:27 山田 峻大 東北大学4 240595 
9:28 松原 佑季 一橋大学3 250513 
9:29 菅 悠柾 大阪大学2 513277 
9:30 藤井 悠輝 名古屋大学4 239041 
9:31 森田 悠生 名古屋大学4 244536 
9:32 西田 直人 茨城大学4 506118 
9:33 塚田 翔太 東京工業大学3 512136 
9:34 山崎 晃一 筑波大学2 レンタル 
9:35 奥村 将大 早稲田大学3 510499 
9:36 公森 達郎 一橋大学2 513030 
9:37 桑山 陽次 東北大学3 249308 
9:38 太矢 敦士 信州大学2 レンタル 
9:39 下鳥 翔平 東京農工大学3 240514 
9:40 有川 泰平 新潟大学3 514065 
9:41 鎌倉 京平 筑波大学2 レンタル 
9:42 大友 将樹 東京工業大学3 512326 
9:43 有澤 達哉 東京大学4 244703 
9:44 森川 輔 千葉大学3 228340 
9:45 市川 竣介 筑波大学2 レンタル 
9:46 網 優希 早稲田大学3 510507 
9:47 葛西 裕樹 東北大学3 249302 
9:48 飯田 健太 神戸大学2 513288 
9:49 神谷 篤大 新潟大学2 512149 
9:50 竹下 晴山 茨城大学4 506230 
9:51 秋元 郁 早稲田大学4 507429 
9:52 池ヶ谷 雄太 静岡大学2 251480 
9:53 市川 礼偉 横浜市立大学4 507409 
9:54 武田 信悟 北海道大学3 レンタル 
9:55 水野 渉吾 静岡大学4 248968 
9:56 小俣 敦宏 名古屋工業大学4 507390 
9:57 村岡 泰輝 横浜国立大学2 513115 

9:58 岩田 慈樹 京都大学4 507520 
9:59 犬山 瑛斗 北海道大学3 250418 

10:00 鈴木 琢也 横浜国立大学4 509456 
10:01 大西 諒哉 千葉大学3 240111 
10:02 龍溪 優希 京都大学4 レンタル 
10:03 井坂 将隆 東北大学4 240425 
10:04 佐野 良我 慶應義塾大学3 510556 
10:05 栗山 朋大 横浜国立大学3 510453 
10:06 藤澤 廉 東北大学3 249320 
10:07 細川 敦司 静岡大学4 レンタル 
10:08 髙橋 忠大 東北大学2 254360 
10:09 安齋 音哉 東京農工大学4 239632 
10:10 岩崎 隼也 岩手大学2 254703 
10:11 小林 伸次 東北大学4 240417 
10:12 小田 隼士 東京農工大学4 239524 
10:13 鈴木 璃土 筑波大学3 レンタル 
10:14 浅井 蓮 静岡大学2 248970 
10:15 植西 柳太 新潟大学3 514064 
10:16 松井 俊樹 静岡大学3 レンタル 
10:17 浦部 健二 慶應義塾大学2 512357 
10:18 満田 壮晴 大阪大学2 513280 
10:19 笠井 虹汰 千葉大学4 511067 
10:20 佐藤 隆 東京工業大学3 512243 
10:21 原 柊斗 岩手大学4 レンタル 
10:22 杉浦 青空 新潟大学3 514063 
10:23 箕浦 皓 京都大学4 レンタル 
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スタート 
時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 

番号 

 
  

 MUS          参加人数27 

9:00 椿原 暖人 名古屋大学3 251166 
9:01 早坂 鴻志 東北大学3 249319 
9:02 濱中 俊太郎 神戸大学2 レンタル 
9:03 宮口 祐誠 京都大学3 レンタル 
9:04 中西 悠太 東京大学2 257854 
9:05 吉川 辰也 名古屋大学3 251169 
9:06 上田 礼一 東京大学2 513026 
9:07 川口 綜一朗 法政大学2 レンタル 
9:08 鈴木 海斗 金沢大学2 509777 
9:09 長谷川 拓紀 筑波大学3 レンタル 
9:10 長井 翔太郎 京都大学3 510641 
9:11 池田 馨 神戸大学2 513289 
9:12 塚田 一希 京都大学3 レンタル 
9:13 大熊 光汰 東京大学2 レンタル 
9:14 小川 亮太郎 一橋大学2 513024 
9:15 中村 諒 早稲田大学4 507430 
9:16 中村 亮佑 名古屋大学4 507349 
9:17 井口 大雅 広島大学3 レンタル 
9:18 佐藤 裕太 千葉大学2 511069 
9:19 吉田 大地 京都大学3 レンタル 
9:20 佐藤 珠有 茨城大学3 509864 
9:21 渡邊 嘉山 金沢工業大学3 196655 
9:22 田中 郁也 名古屋大学3 251268 
9:23 安藤 響也 茨城大学3 509763 
9:24 土屋 輝 関東学院大学4 509457 
9:25 綾野 拓全 東京大学2 513021 
9:26 藤井 宣之 一橋大学2 513038 
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 WUF          参加人数76 
スタート 

時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 
番号 

9:00 高谷 美帆 京都女子大学2 504998 
9:01 寺本 遊林 京都女子大学2 504999 
9:02 vacant   

9:03 vacant   

9:04 vacant   

9:05 vacant   

9:06 vacant   

9:07 安達 理紗子 神戸大学1 レンタル 
9:08 細野 泉 津田塾大学1 257871 
9:09 江藤 彩也子 筑波大学1 レンタル 
9:10 木口 瑞穂 慶應義塾大学1 512363 
9:11 福島 瑞花 日本女子大学1 レンタル 
9:12 伊東 京香 早稲田大学1 222863 
9:13 飯田 真琴 東京工業大学1 507456 
9:14 平田 千畝 津田塾大学1 レンタル 
9:15 西川 真由 日本女子大学1 レンタル 
9:16 樋口 佳那 筑波大学1 レンタル 
9:17 田上 芽依 相模女子大学1 251478 
9:18 門井 みなみ 日本女子大学1 レンタル 
9:19 近藤 凜 奈良女子大学1 レンタル 
9:20 笹村 和加 岩手大学1 レンタル 
9:21 宮川 葵衣 東京理科大学1 レンタル 
9:22 西田 凛 日本女子大学1 レンタル 
9:23 山口 瑠奈 岩手大学1 レンタル 
9:24 安田 佳奈 日本女子大学1 レンタル 
9:25 桑原 唯歩 横浜国立大学1 512366 
9:26 佐伯 ひより 奈良女子大学1 レンタル 
9:27 平井 寿々乃 実践女子大学1 257867 
9:28 高橋 実沙 京都女子大学1 507527 
9:29 角 美咲希 奈良女子大学1 レンタル 
9:30 渡邉 咲妃 日本女子大学1 レンタル 
9:31 天田 鈴 横浜国立大学1 512400 
9:32 澤橋 さくら 京都女子大学1 507519 
9:33 原 彩乃 奈良女子大学1 レンタル 
9:34 浦中 美里 東京理科大学1 510610 
9:35 原田 瑞穂 日本女子大学1 レンタル 
9:36 岡田 彩音 奈良女子大学1 レンタル 
9:37 藤澤 ゆい 神戸大学1 レンタル 
9:38 穴田 小都 奈良女子大学1 レンタル 
9:39 和田 真由子 筑波大学1 レンタル 
9:40 前川 蓮 奈良女子大学1 レンタル 
9:41 箕浦 夕紀 立命館大学1 レンタル 
9:42 高見 綾花 広島大学1 レンタル 
9:43 鷲津 加子 東北大学1 254667 
9:44 出口 絃 奈良女子大学1 レンタル 
9:45 村井 涼香 京都女子大学1 505005 
9:46 冨田 明花 千葉大学1 513230 
9:47 宮津 奈緒美 東北大学1 254335 
9:48 田切 香帆 北海道大学1 レンタル 
9:49 今 晴香 岩手大学1 レンタル 
9:50 山本 咲桜 奈良女子大学1 レンタル 
9:51 日高 綾音 京都大学1 レンタル 
9:52 竹内 琴美 奈良女子大学1 レンタル 
9:53 中嶋 智桃 京都大学1 レンタル 
9:54 小見 梨々花 早稲田大学1 222812 
9:55 白戸 柚名 岩手大学1 レンタル 
9:56 溝端 昭子 明治大学1 257868 
9:57 久田 琴音 奈良女子大学1 レンタル 

9:58 小島 優唯 一橋大学1 257863 
9:59 相葉 莉子 横浜市立大学1 512369 

10:00 打越 瑞重 相模女子大学1 251473 
10:01 堀口 優奈 日本女子大学1 レンタル 
10:02 多葉田 陽菜子 奈良女子大学1 レンタル 
10:03 松尾 晴乃 神戸大学1 レンタル 
10:04 黒川 琴未 奈良女子大学1 レンタル 
10:05 河内 絵里香 法政大学1 257869 
10:06 親川 和愛 横浜市立大学1 512371 
10:07 橋村 ひな 実践女子大学1 レンタル 
10:08 安部 紗也佳 横浜市立大学1 512372 
10:09 眞田 莉花 東京理科大学1 510614 
10:10 林 牧穂 奈良女子大学1 レンタル 
10:11 内木 睦 津田塾大学1 257870 
10:12 兼松 海琴 日本女子大学1 レンタル 
10:13 羽岡 美紀 京都大学1 レンタル 
10:14 岩城 美奈 東北大学1 254357 
10:15 田辺 葵 奈良女子大学1 レンタル 
10:16 今村 夏海 相模女子大学1 251474 
10:17 平澤 葵 横浜国立大学1 512365 
10:18 林 明穂 東北大学1 254359 
10:19 金道 志野 横浜国立大学1 512401 
10:20 間正 百香 立命館大学1 レンタル 
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 WUL          参加人数38 
スタート 

時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 
番号 

9:00 森下 遥 千葉大学2 240250 
9:01 遠藤 めい 新潟大学3 512147 
9:02 崎原 美咲紀 千葉大学3 511166 
9:03 鶴岡 涼 東京理科大学2 502611 
9:04 米内 望 岩手大学3 レンタル 
9:05 砥石 真奈 東京農工大学4 239517 
9:06 高橋 茉莉奈 大阪大学3 510490 
9:07 三上 夏生 横浜国立大学3 510558 
9:08 武石 瑞季 岩手大学3 250375 
9:09 上原 珠美 京都女子大学4 507517 
9:10 矢作 香織 慶應義塾大学4 507515 
9:11 杉浦 野乃子 椙山女学園大学3 510349 
9:12 松浦 千尋 金沢大学3 509773 
9:13 駒崎 成美 神戸大学3 510496 
9:14 矢倉 美励 千葉大学3 185412 
9:15 小久保 茉優 立命館大学3 レンタル 
9:16 冨山 詩央里 実践女子大学4 244660 
9:17 石黒 麻柚菜 日本女子大学3 510504 
9:18 市野 夢衣 奈良女子大学4 510563 
9:19 高橋 志穂 岩手大学4 245608 
9:20 山口 慈 奈良女子大学4 レンタル 
9:21 太田 伊代香 北海道大学3 レンタル 
9:22 溝渕 賀子 神戸大学3 510561 
9:23 佐藤 隆奈 筑波大学3 レンタル 
9:24 林 咲友 神戸大学3 510441 
9:25 羽鳥 汐音 新潟大学2 512256 
9:26 藤田 奈津美 奈良女子大学4 510598 
9:27 柴崎 愛有 新潟大学2 514067 
9:28 中川 和音 日本女子大学3 510509 
9:29 小橋 唯華 京都女子大学4 507518 
9:30 住谷 遥夏 日本女子大学3 510498 
9:31 田中 恵子 相模女子大学3 510457 
9:32 多田 明加 金沢大学4 509772 
9:33 加藤 涼子 慶應義塾大学3 510456 
9:34 森本 雛子 京都女子大学3 505104 

9:35 坂巻 朱里 十文字学園女子
大学3 251261 

9:36 坂東 愉楽 京都女子大学4 505003 
9:37 山崎 璃果 椙山女学園大学4 245057 
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 WUS          参加人数35 
スタート 

時刻 氏名 学校・登録年度 Eカード 
番号 

9:42 渥美 結菜 金沢大学2 509778 
9:43 毛利 真子 茨城大学3 レンタル 
9:44 初野 春菜 実践女子大学3 251259 
9:45 吉田 茉莉枝 茨城大学4 506119 
9:46 池田 夏希 日本女子大学3 510506 

9:47 髙倉 玲衣 宮城学院女子大
学4 240418 

9:48 小田 明日香 京都女子大学2 505002 
9:49 藤中 美波 日本女子大学3 510590 

9:50 中村 莉子 宮城学院女子大
学4 240594 

9:51 林 里美 大阪大学2 513281 
9:52 中村 優那 京都女子大学3 505004 
9:53 山賀 千尋 大阪大学4 510447 
9:54 久米 明日香 神戸大学3 510332 
9:55 松本 芽依 横浜市立大学3 510455 
9:56 高野 澄佳 大阪大学2 513275 
9:57 森江 菜々子 京都女子大学3 505006 

9:58 齋藤 遥 十文字学園女子
大学2 513048 

9:59 佐々木 花衣 茨城大学3 509766 
10:00 吉永 紗弥香 法政大学3 251260 
10:01 泉山 実和奈 神戸大学3 510551 
10:02 澤木 彩 大阪大学2 513282 
10:03 佐藤 加奈 立教大学4 244711 
10:04 酒井 舞子 京都女子大学4 504997 

10:05 佐々木 亜珠 宮城学院女子大
学4 231756 

10:06 工藤 藍花 十文字学園女子
大学3 レンタル 

10:07 宇佐美 綾野 宮城学院女子大
学3 248849 

10:08 渡辺 花蓮 茨城大学4 507388 
10:09 中井 愛実 奈良女子大学3 510562 
10:10 根本 真子 茨城大学4 506125 
10:11 坂根 歩実 実践女子大学3 251257 
10:12 中村 咲野 立教大学4 244707 
10:13 山本 小百合 茨城大学3 レンタル 
10:14 佐藤 頌子 大阪大学2 513276 
10:15 島崎 はるか 茨城大学3 509759 
10:16 押川 比奈 奈良女子大学2 513290 
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11 大会役員 

 

 

 
 

  

実行委員長 吉澤雄大 (慶應義塾14) 実行委員長 前中脩人 (東京13)
競技責任者 平山遼太 (東京14) 競技責任者 松尾怜治 (東京14)
競技副責任者 横堀聖人 (東京15) 競技副責任者 南河駿 (名古屋14)
運営責任者 石山良太 (名古屋13) 運営責任者 村井智也 (東京15)
運営副責任者 高見澤翔一 (一橋16) 運営副責任者 山森汐莉 (金沢15)
コース設定者 北見匠 (東北16) コース設定者 濱宇津佑亮 (東京15)
イベントアドバイザー 石澤俊崇 (早稲田93) イベントアドバイザー 原田龍馬 (東北12)

イベントアドバイザー補佐 粂早穂 (立教12）
スタートチーフ 茂原瑞基 (慶應義塾16) スタートチーフ 山本明史 (京都15)
フィニッシュチーフ 西下遼介 (慶應義塾16) フィニッシュチーフ 佐藤遼平 (東京15)
計センチーフ 西下遼介 (慶應義塾16) 計センチーフ 古殿直也 (東京工業17)
会場チーフ 青芳龍 (東北16) 会場チーフ 木村史依 (金沢13)

渉外責任者 山川克則 (YMOE)
渉外副責任者 吉澤佳奈 (日本女子14)
会計責任者 堀江優貴 (東北14)
広報責任者 犬塚眞太郎 (早稲田13)
エントリー責任者 佐藤誠也 (東北15)
資材責任者 西嶋就平 (名古屋15)
Web責任者 秋山周平 (大阪13)
救護チーフ 戸谷みのり (奈良女子15)
演出チーフ 北川賢也 (横浜市立15)
配信チーフ 坂野翔哉 (東京理科14)

＜スプリント競技部門 各責任者・チーフ＞ ＜ロングディスタンス競技部門 各責任者・チーフ＞

＜共通部門 各責任者・チーフ＞

佐藤珠穂 (法政17) 河野大和 (東京14) 上島浩平 (慶應義塾15)
中村茉菜 (早稲田13) 古屋洸 (東北16) 増田風見花 (実践女子15)
大竹達也 (金沢13) 大類茉美 (フェリス14) 小林美咲 (十文字学園女子16)
山岸夏希 (筑波15) 平松夕衣 (横浜市立15) 本村汰一朗 (金沢15)
松尾七彩 (東京13) 森河俊成 (京都16) 森田夏水 (早稲田16)
楠健志 (筑波15) 猪俣祐貴 (東京13) 田村一紗 (横浜市立17)
篠塚みずき (横浜市立16) 結城克哉 (東京09) 谷口惠祐 (東北16)
長岡凌生 (東北16) 高柳知朗 (筑波17) 高橋利奈 (日本女子16)
髙橋友理奈 (東北15) 堀尾健太郎 (名古屋14) 久野公愛 (日本女子16)
片岡茅悠 (東京17) 瀬尾峻汰 (京都13) 高本育弥 (東北15)
井上雄斗 (東北15)

＜地図調査者＞
山川克則 (YMOE)
宮西優太郎 (宮西山野精図)
高野兼也

＜その他の役員＞
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 歴代入賞者紹介  
 
スプリント競技部門 
第 1 回   2015 年 10 月 3 日 長野県諏訪郡富士見町 

男子  女子 
1 稲森 剛 横浜国立 1 12:36  1 五味 あずさ 金沢 4 12:12 
2 宮西 優太郎 東北 4 13:04  2 守屋 舞香 椙山女学園 4 13:28 
3 小林 隆嗣 東北 2 13:13  3 山岸 夏希 筑波 1 14:43 
4 宮本 樹 東京 1 13:20  4 松田 沙也加 岩手 4 15:27 
5 築地 孝和 神戸 3 13:46  5 帯金 未歩 大阪 3 15:46 
6 角田 貴大 横浜市立 2 13:46  6 香取 菜穂 千葉 1 16:11 

 
第 2 回   2016 年 11 月 19 日 栃木県下野市 

男子  女子 
1 伊藤 樹 横浜国立 2 14:53.6  1 中村 茉菜 早稲田 4 14:13.8 
2 小松 栄輝 東北 4 15:18.4  2 勝山 佳恵 茨城 2 14:21.8 
3 種市 雅也 東京 1 15:32.3  3 出田 涼子 大阪 1 15:43.8 
4 築地 孝和 神戸 4 15:44.3  4 香取 菜穂 千葉 2 15:48.8 
5 大田 将司 一橋 2 15:49.0  5 山岸 夏希 筑波 2 16:17.7 
6 稲森 剛 横浜国立 2 15:51.1  6 本間 実季 東北 4 16:19.5 

 
第 3 回   2017 年 11 月 11 日 岐阜県大垣市上石津町時 

男子  女子 
1 種市 雅也 東京 2 14:02  1 佐野 萌子 京都女子 3 13:39 
2 松尾 怜治 東京 4 14:28  2 増澤 すず 筑波 2 14:00 
3 角田 貴大 横浜市立 4 14:43  3 勝山 佳恵 茨城 3 14:09 
4 高野 兼也 新潟 4 14:50  4 宮本 和奏 筑波 1 14:27 
5 大橋 陽樹 東京 2 15:04  5 伊部 琴美 名古屋 1 14:28 
6 杉浦 弘太郎 名古屋 4 15:06  6 伊東 加織 東北 2 14:34 
6 稲森 剛 横浜国立 3 15:06      

 
第 4 回   2018 年 9 月 15 日 長野県駒ケ根市 

男子  女子 
1 桃井 陽佑 慶應義塾 3 12:21.3  1 伊部 琴美 名古屋 2 12:13.1 
2 種市 雅也 東京 3 12:51.2  2 増澤 すず 筑波 3 12:51.5 
3 伊藤 樹 横浜国立 4 12:59.6  3 青代 香菜子 東北 3 13:02.2 
4 大橋 陽樹 東京 3 13:08.2  4 出田 涼子 大阪 3 13:28.5 
5 上島 浩平 慶應義塾 4 13:14.2  5 高橋 友理奈 東北 4 13:40.5 
6 伴 広輝 京都 4 13:26.3  6 伊東 加織 東北 3 13:45.8 

 
第 5 回   2019 年 11 月 9 日 岐阜県中津川市 

男子  女子 
1 小牧 弘季 筑波 3 14:42.1  1 伊部 琴美 名古屋 3 15:00.9 
2 大石 洋輔 早稲田 3 15:42.5  2 増澤 すず 筑波 4 15:26.3 
3 川島 聖也 神戸 4 15:44.6  3 青代 香菜子 東北 4 16:18.1 
4 岩井 龍之介 京都 4 15:59.9  4 香取 瑞穂 立教 3 16:19.5 
5 椎名 晃丈 東京 3 16:24.1  5 世良 史佳 立教 3 16:44.7 
6 住吉 将英 名古屋 3 16:31.3  6 出田 涼子 大阪 4 17:01.8 

 
第 6 回   2020 年 12 月 6 日 栃木県那須塩原市 

男子  女子 
1 小牧 弘季 筑波 4 13:09  1 伊部 琴美 名古屋 4 13:38 
2 大石 洋輔 早稲田 4 13:50  2 阿部 悠 実践女子 3 14:34 
3 森清 星也 早稲田 1 14:05  3 世良 史佳 立教 4 14:37 
4 太田 知也 京都 4 14:06  4 小林 祐子 東北 4 14:39 
5 本庄 祐一 東京 2 14:11  5 香取 瑞穂 立教 4 14:52 
6 金子 哲士 東北 4 14:20  6 水上 玲奈 東北 2 15:25 
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ロング・ディスタンス競技部門 
第 1 回   1979 年 3 月 4 日 東京都八王子市 

男子  女子 
1 小山 格 早稲田 3 1:15:21  1 長田 由紀 学習院女子短期 1 1:21:23 
2 山岸 倫也 早稲田 2 1:18:17  2 井手 裕子 上智 3 1:29:47 
3 清水 真一 中央 4 1:21:44  3 上野 多佳子 千葉 4 1:31:10 
4 高尾 昭次 横浜国立 3 1:22:52  4 出水 久子 青山学院 4 1:35:59 
5 鈴木 規弘 東京都立 4 1:24:49  5 飯島 重子 千葉 2 1:36:48 
6 安藤 尚一 東京 4 1:25:56  6 江口 理恵子 筑波 2 1:52:18 

 
第 2 回   1980 年 3 月 9 日 埼玉県滑川村・嵐山町 

男子  女子 
1 小山 格 早稲田 4 1:11:45  1 飯島 重子 千葉 3 1:09:55 
2 村越 真 東京 1 1:13:39  2 井手 裕子 上智 4 1:09:56 
3 高尾 昭次 横浜国立 4 1:16:59  3 田中 和子 都留文科 3 1:12:44 
4 西田 伸一 京都 4 1:22:25  4 長田 由紀 学習院女子短期 2 1:15:24 
5 山岸 倫也 早稲田 3 1:24:16  5 後藤 弥生 愛知 3 1:22:13 
6 栗田 健一 横浜国立 4 1:24:43  6 山岸 美織 大妻女子短期 1 1:22:28 

 
第 3 回   1981 年 3 月 7・8 日 茨城県高萩市・十王町 

男子  女子 
1 村越 真 東京 2 1:19:21  1 山岸 美織 大妻女子短期 2 1:37:01 
2 山岸 倫也 早稲田 4 1:35:13  2 飯島 重子 千葉 4 1:46:59 
3 土屋 定雄 筑波 3 1:36:29  3 千村 敦子 横浜国立 2 1:48:25 
4 池田 博 横浜国立 4 1:43:15  4 原沢 範子 横浜国立 2 1:52:17 
5 今井 将也 上智 4 1:44:09  5 田中 和子 都留文科 4 1:56:58 
6 山本 耕史 愛知 4 1:46:20  6 広瀬 順子 筑波 4 2:00:07 

 
第 4 回   1982 年 3 月 6・7 日 千葉県木更津市 

男子  女子 
1 村越 真 東京 3 1:27:27  1 谷津 千恵美 筑波 3 1:09:04 
2 桜井 種生 筑波 3 1:40:14  2 中村 敬子 法政 4 1:19:22 
3 斉藤 和助 法政 2 1:41:30  3 村田 容子 筑波 3 1:19:33 
4 土屋 定雄 筑波 4 1:42:34  4 千村 敦子 横浜国立 3 1:22:34 
5 豊島 利男 早稲田 3 1:43:20  5 高島 康代 東京女子 2 1:27:21 
6 宮川 達哉 早稲田 1 1:43:26  6 高田 智代 静岡 4 1:29:31 

 
第 5 回   1983 年 3 月 5・6 日 静岡県富士宮市 

男子  女子 
1 村越 真 東京 4 1:16:18  1 佐藤 和恵 千葉 2 1:13:05 
2 多田 正純 筑波 4 1:29:45  2 有村 知江子 筑波 1 1:18:00 
3 宮川 達哉 早稲田 2 1:33:17  3 吉村 積子 多摩美術 2 1:19:44 
4 松島 寿 東北 3 1:35:31  4 橋本 貴子 東京 2 1:21:10 
5 赤塚 宏 京都府立 3 1:38:13  5 西村 ますみ 慶應義塾 2 1:22:10 
6 藤平 正敏 明治 3 1:38:16  6 提山 真理 山口 3 1:22:17 

 
第 6 回   1984 年 3 月 3・4 日 大阪府豊能町・京都府京都市 

男子  女子 
1 福島 弘幸 東京 4 1:34:26  1 角田 明子 東京農工 3 1:35:59 
2 宇佐美 俊哉 東京理科 4 1:47:24  2 新沢 祐子 筑波 3 1:39:14 
3 斉藤 和助 法政 4 1:49:25  3 秋山 裕子 図書館情報 3 1:41:02 
4 宮川 達哉 早稲田 3 1:50:28  4 佐藤 和恵 千葉 3 1:52:19 
5 桜井 剛 横浜国立 2 1:50:37  5 鶴岡 千津子 千葉 2 1:57:05 
6 吉田 勉 立教 2 1:50:45  6 有村 知江子 筑波 2 1:58:29 

           
 
第 7 回   1985 年 3 月 15〜17 日 栃木県日光市・今市市 

男子  女子 
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1 塙 信弘 東京 4 1:27:54  1 角田 明子 東京農工 4 1:22:18 
2 大橋 晴彦 東京 4 1:28:45  2 西村 ますみ 慶應義塾 4 1:25:48 
3 斉藤 宏顕 千葉 4 1:28:46  3 新沢 祐子 筑波 4 1:27:08 
4 今村 悟 早稲田 3 1:29:11  4 秋山 裕子 図書館情報 4 1:31:54 
5 石原 誠一郎 千葉 3 1:30:52  5 鈴木 繁美 千葉 4 1:37:31 
6 宮川 達哉 早稲田 4 1:32:06  6 鶴岡 千津子 千葉 3 1:44:38 

 
第 8 回   1986 年 3 月 14〜16 日 長野県駒ケ根市・高森町 

男子  女子 
1 佐藤 信彦 東京 3 1:24:29  1 有村 知江子 筑波 4 1:01:01 
2 稲葉 英雄 名古屋 4 1:31:21  2 吉田 千登勢 お茶の水女子 3 1:09:11 
3 石原 誠一郎 千葉 4 1:34:10  3 小林 真由美 筑波 3 1:12:12 
4 瀧川 英雄 神戸 3 1:34:10  4 加藤 真紀 千葉 3 1:13:16 
5 今村 悟 早稲田 4 1:34:44  5 清水 裕輝子 学習院女子短期 2 1:15:23 
6 戸田 淳 東京 3 1:35:06  6 杉村 綾 立教 2 1:16:52 

 
第 9 回   1987 年 3 月 13-15 日 愛知県蒲郡市・作手村・下山村・額田町 

男子  女子 
1 瀧川 英雄 神戸 4 1:35:16  1 原 和泉 お茶の水女子 4 1:14:05 
2 広江 淳良 東京 4 1:40:15  2 稲田 美穂子 筑波 4 1:17:50 
3 丸山 哲史 日本体育 1 1:43:07  3 橋本 祐美子 日本女子 4 1:18:05 
4 竹内 藤雄 東京農工 4 1:44:36  4 吉田 千登勢 お茶の水女子 4 1:19:40 
5 柳沢 貴 千葉 4 1:45:51  5 米田 泰子 お茶の水女子 3 1:24:38 
6 泉 通博 東京 4 1:46:30  6 深田 幸子 筑波 3 1:27:05 

 
第 10 回  1988 年 3 月 11〜13 日 群馬県安中市・松井町・妙義町 

男子  女子 
1 香取 伸嘉 千葉 3 1:32:35  1 深田 幸子 筑波 4 0:59:28 
2 大嶽 俊秀 東京学芸 4 1:37:25  2 黒田 朱美 お茶の水女子 3 1:01:50 
3 伊藤 史朗 東京 4 1:38:35  3 小久保 佐知子 お茶の水女子 3 1:07:02 
4 井上 修 早稲田 4 1:39:06  4 嶋田 真弓 千葉 4 1:08:14 
5 稲垣 智彦 筑波 4 1:40:17  5 谷口 恭子 津田塾 1 1:09:22 
6 丸山 哲史 日本体育 2 1:40:40  6 阿部 今日子 専修 3 1:11:32 

 
第 11 回  1989 年 3 月 10〜12 日 奈良県奈良市・桜井市・榛原町・都祁村・室生村 

男子  女子 
1 井上 健太郎 大阪 4 1:31:33  1 黒田 朱美 お茶の水女子 4 1:20:05 
2 伊東 真一 筑波 4 1:34:14  2 阿部 今日子 専修 4 1:21:39 
3 前野 直樹 早稲田 4 1:34:32  3 渡辺 乃英 名城 3 1:23:44 
4 丸山 哲史 日本体育 3 1:38:23  4 石川 正子 お茶の水女子 3 1:24:35 
5 飯塚 靖 慶應義塾 4 1:38:31  5 渡辺 祐子 東京 4 1:25:10 
6 羽鳥 和重 早稲田 4 1:39:33  6 田中 拓美 千葉 4 1:26:36 

 
第 12 回  1990 年 3 月 16〜18 日 埼玉県秩父市・横瀬町 

男子  女子 
1 樋口 一志 早稲田 4 1:13:23  1 熊林 あゆみ 筑波 3 1:03:08 
2 鹿島田 浩二 東京 1 1:14:15  2 平山 寿美子 静岡 2 1:10:18 
3 丸山 哲史 日本体育 4 1:16:03  3 石田 小百合 筑波 2 1:13:04 
4 中村 弘太郎 京都 2 1:18:21  4 佐藤 尚子 静岡 2 1:13:53 
5 宇野 裕人 横浜国立 3 1:20:14  5 田垣 尚美 日本女子 3 1:13:57 
6 菊池 正昭 東北 2 1:22:35  6 濱田 由紀 千葉 2 1:14:49 

 
第 13 回    1991 年 3 月 15〜17 日 岐阜県中津川市・恵那市・坂下町・福岡町・川上村・長野県南木曽町・山口村 

男子  女子 
1 井上 直丈 名古屋 3 1:48:55  1 金子 しのぶ 横浜国立 4 1:02:04 
2 中村 弘太郎 京都 3 1:50:07  2 熊林 あゆみ 筑波 4 1:02:36 
3 鹿島田 浩二 東京 2 1:50:36  3 岡田 光代 横浜国立 2 1:03:38 
4 広瀬 二郎 横浜国立 4 1:52:48  4 福士 淑子 千葉 3 1:04:58 
5 利光 良平 駒沢 3 1:57:17  5 田垣 尚美 日本女子 4 1:07:12 
6 森 一伸 東京農業 2 2:02:27  6 加納 尚子 京都女子 3 1:07:48 

   
第 14 回  1992 年 3 月 13〜15 日 栃木県今市市・日光市 

男子  女子 
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1 鹿島田 浩二 東京 3 1:13:14  1 小西 陽子 筑波 3 1:07:21 
2 国沢 五月 一橋 4 1:15:37  2 田島 利佳 武蔵野女子短期 2 1:07:45 
3 加賀屋 博文 筑波 4 1:18:13  3 福士 淑子 千葉 4 1:09:03 
4 中村 弘太郎 京都 4 1:18:17  4 苗村 恵子 相模女子 3 1:10:46 
5 菊池 正昭 東北 4 1:21:39  5 奥村 陽子 相模女子 3 1:11:39 
6 井上 直丈 名古屋 4 1:21:56  6 岡田 光代 横浜国立 3 1:13:32 

 
第 15 回  1993 年 3 月 12〜14 日 滋賀県大津市・土山町・志賀町 

男子  女子 
1 鹿島田 浩二 東京 4 1:18:15  1 奥村 陽子 相模女子 4 1:00:32 
2 小長井 信宏 京都 4 1:19:51  2 長岡 理恵 千葉 4 1:01:22 
3 入江 崇 東北 2 1:20:49  3 金田 収子 静岡 2 1:03:15 
4 小山 博史 東北 4 1:22:21  4 石川 恵美子 東北 3 1:04:51 
5 高橋 政明 千葉 4 1:23:32  5 渡辺 初美 日本女子 4 1:05:22 
6 塚本 治三 早稲田 4 1:23:08  6 中野 宏美 静岡 2 1:05:35 

 
第 16 回  1994 年 3 月 11〜13 日 群馬県渋川市・伊香保町・東村 

男子  女子 
1 入江 崇 東北 3 1:19:40  1 金並 由香 早稲田 4 1:03:41 
2 桜井 太郎 東京 4 1:29:14  2 酒井 佳子 北海道 4 1:10:30 
3 安斎 秀樹 東北 4 1:29:19  3 金田 収子 静岡 3 1:11:13 
4 松澤 俊行 東北 3 1:30:14  4 志村 聡子 早稲田 3 1:12:47 
5 鈴木 卓弥 東京 4 1:31:34  5 稲村 仁美 広島 3 1:12:48 
6 白神 謙吾 京都 4 1:32:27  6 植田 佳子 広島 3 1:13:11 

 
第 17 回  1995 年 3 月 10〜12 日 静岡県富士市・富士宮市・裾野市 

男子  女子 
1 入江 崇 東北 4 1:22:29  1 金田 収子 静岡 4 0:59:14 
2 松澤 俊行 東北 4 1:24:38  2 山口 純子 名古屋 3 1:01:49 
3 藤城 公久 筑波 3 1:26:43  3 志村 聡子 早稲田 4 1:04:31 
4 内田 恵司 北海道 4 1:28:01  4 三宅 朋美 津田塾 4 1:04:36 
5 小林 哲 静岡 4 1:29:24  5 小山 由美子 筑波 3 1:06:12 
6 野田 昇作 北海道 3 1:30:07  6 林 ゆかり 筑波 3 1:06:22 

 
第 18 回  1996 年 3 月 8〜10 日 栃木県今市市・日光市 

男子  女子 
1 藤城 公久 筑波 4 1:17:50  1 中村 正子 筑波 3 1:02:59 
2 山口 大助 千葉 2 1:19:14  2 小山 由美子 筑波 4 1:03:39 
3 柿並 義宏 東北 4 1:20:17  3 小林 るみ子 新潟 3 1:07:04 
4 野田 健史 東北 4 1:20:47  4 山本 康世 国際基督教 4 1:07:36 
5 大西 淳一 東京 4 1:20:55  5 原 志保子 静岡 4 1:08:40 
6 世古口 裕史 東京工業 3 1:22:30  6 片岡 由起子 筑波 4 1:08:50 

 
第 19 回  1997 年 3 月 7〜9 日 奈良県奈良市・桜井市・榛原町・都祁村 

男子  女子 
1 太田 晃弘 東京 4 1:21:13  1 中村 正子 筑波 4 1:04:01 
2 寺内 亮太 東北 4 1:21:31  2 小林 るみ子 新潟 4 1:08:02 
3 白士 英治 東北 3 1:22:38  3 堀出 知里 筑波 3 1:13:16 
4 美濃部 篤 筑波 3 1:22:39  4 丹羽 美智子 東北 3 1:17:14 
5 出島 秀一 東北 4 1:23:28  5 池田 祐子 北海道 4 1:17:38 
6 羽柴 公貴 早稲田 4 1:25:37  6 堀井 亜紀 筑波 3 1:18:11 

 
第 20 回  1998 年 3 月 6〜8 日 茨城県高萩市・里美村 

男子  女子 
1 佐藤 時則 東北 4 1:23:18  1 金子 恵美 東京女子 4 1:09:29 
2 石井 泰朗 東北 3 1:23:25  2 渡辺 円香 筑波 4 1:13:53 
3 土屋 周史 京都 4 1:23:46  3 佐々木 峰子 筑波 4 1:14:08 
4 近藤 貴文  東京 4 1:25:26  4 大谷 由樹 筑波 3 1:16:19 
5 小暮 喜代志 筑波 4 1:30:01  5 堀井 亜紀 筑波 4 1:16:43 
6 斉藤 創一 筑波 4 1:31:01  6 河野 みどり 北海道 4 1:17:53 

   
第 21 回  1999 年 3 月 12〜14 日 山口県山口市・秋芳町・美東町 

男子  女子 
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1 石井 泰朗 東北 4 1:13:04  1 大谷 由樹 筑波 4 1:08:08 
2 村上 健介 筑波 4 1:13:11  2 安井 千晶 京都橘女子 4 1:08:24 
3 小野田 雄介 東北 3 1:18:34  3 佐藤 渚 京都橘女子 4 1:09:35 
4 内山 裕史 東京 3 1:19:06  4 塩田 美佐 筑波 2 1:12:38 
5 水嶋 孝久 静岡 4 1:20:20  5 小林 啓恵 東北 2 1:13:22 
6 篠原 岳夫 筑波 3 1:20:58  6 上松 佐知子 筑波 2 1:13:59 

 
第 22 回  2000 年 3 月 10〜12 日 栃木県今市市・日光市 

男子  女子 
1 高橋 善徳 筑波 4 1:29:08  1 小林 啓恵 東北 3 1:08:34 
2 篠原 岳夫 筑波 4 1:30:51  2 上松 佐知子 筑波 3 1:11:50 
3 小野田 雄介 東北 4 1:31:23  3 塩田 美佐 筑波 3 1:15:50 
4 安井 真人 早稲田 3 1:33:06  4 番場 洋子 京都 2 1:16:29 
5 内山 裕史 東京 4 1:33:11  5 近藤 寛子 国際基督教 4 1:25:06 
6 紺野 俊介 早稲田 3 1:33:22  6 深沢 博子 東京農工 4 1:26:33 

 
第 23 回  2001 年 3 月 9〜11 日 愛知県作手村・新城市 

男子  女子 
1 安井 真人 早稲田 4 1:10:55  1 番場 洋子 京都 3 0:57:01 
2 金澤 拓哉 東北 3 1:11:05  2 小林 啓恵 東北 4 1:00:56 
3 紺野 俊介 早稲田 4 1:11:17  3 横江 君香 京都橘女子 4 1:02:20 
4 許田 重治 京都 3 1:16:44  4 上松 佐知子 筑波 4 1:03:38 
5 加藤 弘之 東京 3 1:16:44  5 塩田 美佐 筑波 4 1:04:25 
6 猪飼 雅 金沢 4 1:19:53  6 池田 和香子 東北 4 1:05:13 

 
第 24 回  2002 年 3 月 8〜10 日 栃木県矢板市・塩谷町 

男子  女子 
1 小泉 成行 筑波 4 1:11:34  1 番場 洋子 京都 4 1:05:24 
2 許田 重治 京都 4 1:14:06  2 宮内 佐季子 京都 1 1:05:37 
3 金澤 拓哉 東北 4 1:14:16  3 石川 裕理 京都 3 1:13:16 
4 大嶋 真謙 北海道 4 1:14:35  4 大塚 泰恵 金沢 2 1:17:42 
5 青木 博人 東京 2 1:16:30  5 山本 真美 東京女子 4 1:23:20 
6 佐々木 良宣 筑波 3 1:18:16  6 高橋 ひろみ 慶應義塾 4 1:24:10 

 
第 25 回  2003 年 3 月 7〜9 日 愛知県東加茂郡下山村 

男子  女子 
1 禅洲 拓 東北 4 1:24:47  1 宮内 佐季子 京都 2 1:09:56 
2 西尾 信寛 京都 4 1:25:51  2 石川 裕理 京都 4 1:11:25 
3 吉田 武生 京都 3 1:25:55  3 黒河 幸子 筑波 4 1:16:38 
4 小熊 武彦 東京 3 1:28:49  4 姫野 祐子 東北 3 1:20:24 
5 浜田 尚 東北 2 1:29:19  5 田島 聖子 東京女子 4 1:20:27 
6 李 敬史 静岡 3 1:29:22  6 花木 睦子 千葉 2 1:27:53 

 
第 26 回  2004 年 3 月 12〜14 日 三重県名張市・名賀郡青山町 

男子  女子 
1 寺垣内 航 早稲田 4 1:06:16  1 姫野 祐子 東北 4 0:58:51 
2 久野 雄介 東京 4 1:08:24  2 高野 麻記子 筑波 4 1:00:54 
3 櫻本 信一郎 東北 4 1:09:35  3 浅井 千穂 京都 4 1:00:57 
4 新宅 有太 京都 4 1:10:56  4 皆川 美紀子 東京農工 4 1:02:51 
5 吉田 武生 京都 4 1:11:06  5 桑野 文 京都橘女子 3 1:07:13 
6 山下 智之 東京農工 3 1:11:13  6 若木 まりも 京都 4 1:08:45 

 
第 27 回  2004 年 11 月 7 日 愛知県東加茂郡下山村・額田郡額田町 

男子  女子 
1 坂本 貴史 筑波 4 1:22:57  1 原 直子 東京女子 3 1:05:43 
2 高橋 雄哉 図書館情報 3 1:23:07  2 朴峠 周子 日本女子 3 1:13:54 
3 前田 裕太 東京工業 4 1:24:41  3 峯村 綾香 奈良女子 3 1:16:06 
4 後藤 大輔 東北 3 1:26:13  4 志度 裕子 東京農工 3 1:19:33 
5 小野田 剛太 京都 4 1:27:04  5 桑野 文 京都橘女子 4 1:20:30 
6 山下 智之 東京農工 4 1:27:10  6 塚八 ゆかり 京都橘女子 4 1:21:16 

   
第 28 回  2005 年 11 月 6 日 愛知県新城市 

男子  女子 
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1 高橋 雄哉 図書館情報 4 1:19:52  1 原 直子 東京女子 4 1:05:00 
2 後藤 大輔 東北 4 1:23:10  2 朴峠 周子 日本女子 4 1:05:57 
3 大西 康平 京都 3 1:23:49  3 築山 絢 早稲田 4 1:07:00 
4 山崎 貴彦 東京 3 1:25:16  4 森澤 寿理 奈良女子 4 1:07:20 
5 小林 隆昭 千葉 4 1:25:34  5 志度 裕子 東京農工 4 1:08:43 
6 永井 亮 東北 3 1:26:07  6 橋本 陽子 日本女子 4 1:10:57 

 
第 29 回  2006 年 9 月 17 日 長野県駒ケ根市 

男子  女子 
1 茂木 堯彦 東京 3 1:22:14  1 米谷 法子 東京農工 4 1:04:13 
2 大西 康平 京都 4 1:24:17  2 中島 亜香音 静岡 4 1:08:12 
3 西村 徳真 京都 3 1:25:18  3 幸村 和美 岩手 4 1:12:25 
4 藤沼 崇 新潟 4 1:27:18  4 井手 恵理子 日本女子 3 1:12:28 
5 津國 真敏 京都 4 1:27:43  5 臼倉 由紀 岩手 3 1:15:16 
6 杉山 尚徳 東北 3 1:28:59  6 阿部 ゆかり 東北 2 1:17:15 

 
第 30 回  2007 年 11 月 11 日 栃木県日光市 

男子  女子 
1 日下 雅広 東北 3 1:25:06  1 関谷 麻里絵 京都 3 1:02:46 
2 西村 徳真 京都 4 1:25:30  2 千葉 妙 筑波 4 1:12:06 
3 茂木 堯彦 東京 4 1:26:51  3 稲葉 茜 筑波 4 1:14:14 
4 長縄 知晃 東北 4 1:27:04  4 井手 恵理子 日本女子 4 1:14:33 
5 小山 温史 東京工業 4 1:27:18  5 笠原 綾 日本女子 4 1:14:47 
6 林 泰斗 東北 4 1:28:15  6 松永 真澄 日本女子 3 1:17:13 

 
第 31 回  2008 年 11 月 2 日 愛知県新城市 

男子  女子 
1 日下 雅広 東北 4 1:15:07  1 関谷 麻里絵 京都 4 1:05:25 
2 崎田 孝文 名古屋 4 1:15:36  2 阿部 ゆかり 東北 4 1:07:53 
3 林 城仁 東京 4 1:18:32  3 松永 真澄 日本女子 4 1:09:42 
4 太田 貴大 東北 4 1:21:00  4 永田 有佳里 相模女子 3 1:15:16 
5 久米 航 東北 4 1:22:45  5 柴田 彩名 椙山女学園 2 1:18:08 
6 片岡 裕太郎 名古屋 3 1:24:17  6 後藤 未妃 宮城学院女子 3 1:19:35 

 
第 32 回  2009 年 11 月 22 日 栃木県矢板市 

男子  女子 
1 小林 遼 東京 3 1:19:12  1 高野 美春 十文字学園女子 3 1:01:53 
2 岡本 将志 早稲田 3 1:22:04  2 山本 紗穏里 筑波 3 1:08:06 
3 林 真一 名古屋 4 1:22:19  3 田村 蓉子 東京工業 2 1:08:16 
4 片岡 裕太郎 名古屋 4 1:23:00  4 星野 智子 津田塾 2 1:08:25 
5 谷川 友太 名古屋 4 1:23:10  5 柴田 彩名 椙山女学園 3 1:08:55 
6 神谷 泰介 筑波 4 1:24:23  6 新井 宏美 新潟 3 1:09:14 

 
第 33 回  2010 年 11 月 21 日 奈良県宇陀市・桜井市 

男子  女子 
  競技不成立     競技不成立  
         

 
第 33 回再競技 2011 年 2 月 5 日 栃木県日光市 

男子  女子 
1 小林 遼 東京 4 1:15:23  1 高野 美春 十文字学園女子 4 1:14:33 
2 結城 克哉 東京 2 1:15:35  2 新井 宏美 新潟 4 1:15:24 
3 山上 大智 東京 4 1:15:40  3 水野 日香里 椙山女学園 4 1:18:17 
4 松井 健哉 名古屋 4 1:21:09  4 佐野 まどか 東北 3 1:18:17 
5 三谷 洋介 東京 2 1:23:09  5 柴田 彩名 椙山女学園 4 1:22:18 
6 矢野 貴裕 東京 4 1:23:32  6 田代 祐香里 日本女子 4 1:22:47 

              
第 34 回  2011 年 11 月 6 日 長野県松本市 
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男子  女子 
1 結城 克哉 東京 3 1:30:21  1 高橋 美誉 岩手 2 1:07:24 
2 立川 悠平 新潟 4 1:33:52  2 芦澤 咲子 相模女子 3 1:10:48 
3 関 淳 東北 2 1:35:31  3 沢田 慧 東北 2 1:12:41 
4 野本 圭介 筑波 1 1:38:03  4 畠山 真紀 岩手 3 1:15:37 
5 田邉 拓也 東北 4 1:38:41  5 大河内 恵美 横浜市立 2 1:16:25 
6 中村 憲 東北 3 1:38:49  6 堀口 奈保 東北 2 1:16:50 

 
第 35 回  2012 年 12 月 2 日 静岡県富士市 

男子  女子 
1 結城 克哉 東京 4 1:01:05  1 稲毛 日菜子 お茶の水女子 2 0:48:33 
2 真保 陽一 東京 3 1:01:06  2 宮川 早穂 立教 1 0:53:24 
3 尾崎 弘和 早稲田 2 1:01:14  3 田中 千晶 お茶の水女子 3 0:57:23 
4 福井 直樹 大阪 3 1:05:32  4 芦澤 咲子 相模女子 4 1:00:04 
5 宮西 優太郎 東北 1 1:06:32  5 大河内 恵美 横浜市立 3 1:01:38 
6 堀江 悟 名古屋 3 1:06:46  6 高橋 美誉 岩手 3 1:02:31 

 
第 36 回  2013 年 10 月 13 日 静岡県富士市 

男子  女子 
1 尾崎 弘和 早稲田 3 1:18:17  1 稲毛 日菜子 お茶の水女子 3 0:58:37 
2 菅野 敬雅 東北 4 1:22:06  2 高橋 美誉 岩手 4 1:07:39 
3 真保 陽一 東京 4 1:22:52  3 大河内 恵美 横浜市立 4 1:17:26 
4 杉村 俊輔 東北 3 1:24:26  4 横山 理恵 金沢 4 1:18:03 
5 深田 恒 東京 2 1:24:37  5 伊東 瑠実子 東京 2 1:19:40 
6 福井 悠太 東京 2 1:25:15  6 守屋 舞香 椙山女学園 2 1:25:03 

 
第 37 回  2014 年 10 月 12 日 福井県あわら市 

男子  女子 
1 松下 睦生 京都 4 1:16:24  1 稲毛 日菜子 お茶の水女子 4 1:01:55 
2 糸賀 翔大 東京 4 1:20:48  2 宮川 早穂 立教 3 1:08:13 
3 深田 恒 東京 3 1:22:03  3 伊東 瑠実子 東京 3 1:18:24 
4 福井 悠太 東京 3 1:23:29  4 五味 あずさ 金沢 3 1:28:58 
5 尾崎 弘和 早稲田 4 1:25:26  5 増田 七彩 東京 2 1:34:51 
6 嶋岡 雅浩 名古屋 4 1:25:53  6 宮田 優花 筑波 3 1:35:26 

 
第 38 回  2015 年 10 月 4 日 長野県諏訪郡富士見町 

男子  女子 
1 稲森 剛 横浜国立 1 1:11:48  1 五味あずさ 金沢 4 0:55:57 
2 宮西 優太郎 東北 4 1:12:04  2 守屋舞香 椙山女学園 4 0:57:17 
3 久保田 皓貴 慶應義塾 2 1:12:33  3 伊東瑠実子 東京 4 1:00:06 
4 田中 基士 横浜市立 4 1:12:35  4 宮川早穂 立教 4 1:00:11 
5 五百倉 大輔 京都 4 1:13:11  5 松田沙也加 岩手 4 1:00:18 
6 滝川 真弘 東北 3 1:13:26  6 山岸夏希 筑波 1 1:02:21 

 
第 39 回  2016 年 11 月 20 日 栃木県矢板市・塩谷町 

男子  女子 
1 稲森 剛 横浜国立 2 1:19:08  1 勝山 佳恵 茨城 2 1:07:45 
2 猪俣 祐貴 東京 4 1:19:14  2 山岸 夏希 筑波 2 1:08:50 
3 橋本 正毅 東北 4 1:26:05  3 田中 圭 武蔵野 4 1:09:08 
4 伊藤 樹 横浜国立 2 1:26:25  4 香取 菜穂 千葉 2 1:09:17 
5 井倉 幹大 東京 4 1:27:11  5 中村 茉菜 早稲田 4 1:11:58 
5 橘 孝祐 横浜国立 4 1:27:11  6 伊佐野 はる香 東北 2 1:12:16 

 
第 40 回  2017 年 11 月 12 日 岐阜県不破郡関ケ原町 

男子  女子 
1 松尾 怜治 東京 4 1:09:49  1 勝山 佳恵 茨城 3 0:56:22 
2 佐藤 俊太郎 東北 4 1:11:29  2 増澤 すず 筑波 2 0:58:37 
3 稲森 剛 横浜国立 3 1:12:38  3 臼井 沙耶香 東北 3 1:01:24 
4 種市 雅也 東京 2 1:13:27  4 宮本 和奏 筑波 1 1:02:07 
5 宮本 樹 東京 3 1:15:23  5 長崎 早也香 名古屋 4 1:05:38 
6 粂 潤哉 東京 4 1:16:19  6 出田 涼子 大阪 2 1:07:23 

 
第 41 回  2018 年 9 月 16 日 長野県駒ケ根市 

男子  女子 
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1 柴沼 健 早稲田 4 1:17:39  1 増澤 すず 筑波 3 0:58:32 
2 種市 雅也 東京 3 1:17:49  2 勝山 佳恵 茨城 4 1:00:54 
3 大橋 陽樹 東京 3 1:22:48  3 伊部 琴美 名古屋 2 1:01:08 
4 濱宇津 佑亮 東京 4 1:22:57  4 香取 菜穂 千葉 4 1:02:14 
5 佐藤 遼平 東京 4 1:23:18  5 伊佐野 はる香 東北 4 1:03:47 
6 稲森 剛 横浜国立 4 1:25:09  6 香取 瑞穂 立教 2 1:04:08 

 
第 42 回  2019 年 11 月 10 日 岐阜県中津川市 

男子  女子 
1 大橋 陽樹 東京 4 1:04:40  1 宮本 和奏 筑波 3 1:13:19 
2 小牧 弘季 筑波 3 1:04:52  2 伊部 琴美 名古屋 3 1:13:28 
3 種市 雅也 東京 4 1:09:02  3 小林 祐子 東北 3 1:13:58 
4 北見 匠 東北 4 1:09:46  4 香取 瑞穂 立教 3 1:13:59 
5 椎名 晃丈 東京 3 1:14:53  5 増澤 すず 筑波 4 1:14:32 
6 岩井 龍之介 京都 4 1:14:57  6 世良 史佳 立教 3 1:15:44 

 
第 43 回  2020 年 10 月 18 日 栃木県矢板市 

男子  女子 
1 小牧 弘季 筑波 4 1:16:34  1 伊部 琴美 名古屋 4 1:03:19 
2 朝間 玲羽 東京 3 1:21:54  2 阿部 悠 実践女子 3 1:03:33 
3 平岡 丈 京都 2 1:22:00  3 宮本 和奏 筑波 4 1:04:58 
4 太田 知也 京都 4 1:23:09  4 世良 史佳 立教 4 1:06:50 
5 二俣 真 京都 2 1:23:41  5 香取 瑞穂 立教 4 1:09:32 
6 大石 洋輔 早稲田 4 1:24:02  6 小林 祐子 東北 4 1:11:35 

 
 

  



 

 

 
 

大会公式キャラクター 

 
「ハラマエタカくん」 

作：谷口惠祐 
愛称「ハラちゃん」。 

かつては速くてかっこいいオリエンティアだったが、 
自粛生活が続いたことによって引きこもりがちになり現在の姿になった。 

昔の面影はなくても、 
オリエンテーリングが好きだという気持ちは変わらないままである。 
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新規会員募集中！

【直近イベント予定】
・11/28(日)：山武市森林整備ボランティア
・1/29  (土)：京葉OLクラブ大会 (要項近日公開!)

問い合わせは
keiyoshinkan@gmail.comへ！

伊藤 元春
（東京4）

朝間 玲羽
（東京4）

相馬 哲兵
（東京3）

猪俣 紗如
（千葉3）



バリバリエンジョイ&タフ

安定の走り

jwocerの力
今だからこそ

主将の意地
秘めた闘志

負けず嫌い魂

ダークホース

根性

名工初代エース期待の星

覚醒

下克上

名椙OBOGは名古屋大学・名古屋工業大学・椙山女学園大学の活躍
を願っています!



がんばってください。ペナには気をつけて。 
0期 安藤尚一 

さぁ決戦だ！コロナに負けずに積み上げてきた自
分の努力と、支えてくれた人達の思いを形にすると
き！ 

4期 大橋晴彦 

相変わらず色々な制約があると思いますが自分の
力を出し切ってください！ 

11期 浅田裕之 

数あるレースの中でも、この学年で迎えるインカレ
はこの１回しかありません。まずは自分のために、
納得の行く走りを！ 

13期 佐々木順 

レースは自分のために、結果は皆のために、全力で
次のポストを目指せ！ 

27期 茂木堯彦 

自分のできる精一杯を出し切って 
悔いのない走りを見せて 
有終の美を飾って下さい！ 

27期 永盛久美恵 

力を存分に出し切って、納得のいくレースが出来ま
すように！応援してます！ 

27期 石藏友紀子 

全力で走り、全力で応援し、全力で楽しんでくださ
い！ 

27期 前田肇 

最高の舞台でベストが尽くせますように。。。走りも
応援も全力で！頑張れ、OLK！頑張れ、十文字！！ 

30期 長縄美春(高野） 

自分を信じ、最後まで全力を尽くしてください。そ
の先にしか見えない景色がきっとあるはずです。 

32期 堀田遼 

レースで勝ちたい相手がいるのなら、オリエンテー
リング中にやるべきことは読図・正置・走るの 3つ。
結果はあとからついてきます。やるべきことを為し、
最後まで頑張って走ってください。OLK に多くの
笑顔が見られるインカレになるよう願っています。 

32期 結城克哉 

ここまで来るのに、きっといろいろありましたね。 
それでもロングの舞台に立つ自分へ、仲間へ、 
また、競技ができることへの感謝の気持ちを 
忘れずにレースに臨んでください。 
応援しています！ 

33期 福吉桜子 

インカレが開催される喜びを胸に、持てる力を出し
尽くすような走りを期待しています。 

33期 石野夏幹 

インカレという特別な空間を満喫してください。緊
張は力に変えて、頑張れ！ 

34期 稲毛日菜子 

1 年ぶりのインカレ、溜め込みまくった力を走りに
変えて魅せてください。CC7 の勢いをインカレで
も！頑張れー！！ 

35期 粂早穂 

大変な時期だとは思いますが、全力で楽しんでくだ
さい！ 

36期 橋本知明 

皆さまの力が存分に発揮できますように！OLK は
強い！！！まいなー、立教、もんじ、OLK女子ファ
イト！！ 

36期 糸賀彩夏 

自分にとって大事なことを大切にして、楽しんでい
こう！ 

37期 瀬川出 

インカレの全てを思いっきり楽しんで！ 

37期 加藤岬 

没頭し熱狂し楽しみ尽くせるよう応援しています。 
38期 新田見優輝 

各々が本番で満足いくパフォーマンスができるこ
とを願ってます。 

38期 出原優一 

失敗するのは恥ずかしいことじゃない。後悔するの
は怖がってしまったとき。思い切って、のびのびと
走ってきてください。 

38期 佐藤遼平 

実力を出し切れることを願っています。ラップセン
ターを見ながら応援しています！ 

38期 河本将毅 

たくさんの努力が報われますように。 
オリエンテーリングを楽しんで！みんなファイ
ト！ 

38期 立花和祈 

今日まで準備してきたことに自信をもって、最後の
一瞬まで全力で走り抜いてください！OLK ファイ
ト！！ 

38期 木村るび子 

自分自身と自分の努力を信じて精一杯走り抜け
ろ！ 

39期 比企野純一 

皆が屈託なくインカレに臨めることを願っていま
す。 
コンディションをしっかり整えて、1人 1人のレー
スを走ってきてください！ 

39期 佐藤公洋 

用意された舞台への感謝を忘れずに、最後まで全力
を出し切ってください。OLKファイト！ 

39期 飯田泰史 

全速前進、全力投球！ 
最後まで頑張りましょう 

39期 後藤幸大 

目の前にある舞台を楽しみつくせますように！応
援しています！ 

39期 小林美咲 

olkのみなさんへ 
たった 1度しかないインカレを楽しんで、盛り上が
って、最高の思い出にしてください。 
応援してます(*^^*) 

39期 塚田恵理 

頑張れ、 
東大ＯＬＫ 

杏友会一同 

ドキドキしてても大丈夫。 
自分を信じて、駆け抜けて来てください！ 

40期 杉山桃菜 

がんば〜 
40期 根本夏林 

みんなにとって良い思い出に残るインカレになる
ように祈ってます！ 

40期 栗本美緒 

インカレの場を楽しんでください！それぞれの目
標の達成を応援しています！ 

40期 池田直樹 

年に一度の大舞台、楽しいも苦しいも糧にしてしっ
かり満喫してきてください。 
マイナー生のみんな、応援しています！ 

40期 佐藤珠穂 

がんばれ！みんなの、それぞれの目標が達成できま
すように。心から応援しています。 

40期 小林璃衣紗 

後悔しないレースを。全力で頑張ってください！ 
40期 世良史佳 

41期の最後の秋インカレに期待しています！ 
みんなたのしんできてね〜〜〜〜 

40期 森川周 







醒めて起て　筑波大学

どんなときも元気に楽しく！いまこ 一瞬を全力で楽しんでください。
最広 交流と最高 興奮を！ ( 野本圭介 ・ 社工 2011)

選手権クラス 人も一般クラス 人も、
自分にとって一番楽しいオリエンテーリングをしてください
( 根本啓介 ・ 体育 2017)

頑張って！！！！ ( 野口珠希 ・ 芸術 2017)

あなた 舞台。 輝け！ ( 小牧弘季 ・ 生物資源 2017)

誰かと今だけ 思い出を作れるよう楽しんでください！ ( 大野亘毅 ・ 人文 2015)

インカレができることに感謝して、 結果よりも
まず 自分が今できることを出し尽くせるように頑張ってください！ 
( 小森太郎 ・ 応用理工 2014)

できることを落ち着いてやれ 大丈夫だと思います。 頑張って。 
( 高柳知朗 ・ 教育 2017)

熱く走る姿が見たアアアイ！！！ ( 山岸夏希　体育 2015)

諦めずに最後まで走ってください！ ( 橋本直幸 ・ 2015)

現地に行けない 残念ですが、 You ube 観て応援します！頑張ってください！ 
( 常住紗織 ・ 比較文化 2006)

森を駆けろ！ ( 後藤孔要 ・ 工学システム 2011)

熱戦を期待します！筑波大学最強！！ ( 大塩耕平 ・ 応用理工 2014)

多く 仲間が、 OB＆OG が、 応援しています！ 集中力を保って、 全力疾走！！ 
Yaita IC print, Long ！ We Are he Champions ！！ ( 武藤拓王 ・ 基礎工学 1984) 

創意工夫 練習。 いつも通り レース。 最高 結果。 応援しています。
( 小泉成行 ・ 自然 1998)

インカレ 楽しんだもん勝ち！ファイト！！ ( 栗原佑典 ・ 地球 2012)

積み重 たも を出し切るだけ！ ( 松崎崇志 ・ 国際総合 2012)

正置と歩測、 基本を忘れずに、 集中力をもってがん れ！
( 竹下俊輔 ・ 社工 1986)

全員とにかく楽しんで！色んな思い出つくってください！！ 
( 中島颯大 ・ 地球 / 生物 2015)

皆様が忘れられないインカレとなりますように。 健闘を祈ります。
( 田島和明 ・ 教育 2013)

応援してます！ ( 佐久間若菜 ・ 芸術 2017)

最後まで突き進め！そして走り抜け！ ( 仁野平拓 ・ 応用理工 2015)

やるべき事 いつだって同じ。 「いつも通り」 を全力で！ ( 小竹佳穂 ・ 生物資源 2016)

最後までナビゲーションを切らさずに！ ( 増澤すず ・ 比較文化 2016)

自分 実力を出せるよう最後まで頑張ってください！ 応援してます！ 
( 柿沼晴喜 ・ 比文 2017)

OKYO2020 オリ ・ パラ選手 無観客でも素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。
困難な中努力してきた君たちもきっと輝けるに違いない。 ( 宮本知江 ・ 生物 1982)

自分にできることをしっかり遂行してきてください。 がん れ筑波！！！ 
( まつだじゅにあ ・ 社会工学 1994)

オリエンできる機会を思いっきり満喫してください！ ( 宮本和奏 ・ 地球 2017)

Never top! ( 谷野文史•生物資源 2017)

そ 瞬間、 地図と自分だけ 世界を楽しんで！ ( 田中基成 ・ 地球 2013)

出来ることを全力で ( 楠健志 ・ 地球 2015)

思い出に残るレースを！楽しんでください！ ( 佐野響 ・ 工学システム 2016)



 

インカレを楽しもう！！

大阪ＯＬＣは頑張る皆さんを応援します

高橋 茉利奈（大阪大学）

玉木 林哉（京都大学）

片岡 佑太（大阪大学ｵﾌｨｼｬﾙ）吉田 薪史（大阪大学ｵﾌｨｼｬﾙ）

新入会員随時募集中！気軽にお声がけ下さい！

URL: http://www.orienteering.com/~osakaolc/    Mail:osakaolc@gmail.com

 

色々あると思いますが、楽しんできてください！  
39 期 やまねぇ 

「脳死の直進もまた戦略ってね☆」(可愛い声で読んでください) 
                    39 期 鯖味噌(増田) 

怪我なく帰還できることを祈っております。 39 期 角谷 

胸を張って走れ  
激斜や現ロスにどれだけ打ちのめされようと  
心を燃やせ         39 期 徳地 

応援してます！   38 期 村本 

最高の舞台が心を熱くしてくれるでしょう。 
インカレは楽しんだもの勝ちです。 38 期 大野 

体調管理しっかりして当日楽しんでくださいね！ 
みんなが良い結果を出せること祈ってます！ 39 期 ふ 

楽しむことを忘れずに、 
がんばってください！！！ 38 期 小池 

一人ひとりが楽しかった！となりますように。 
 応援しています！！ 38 期 藤本 

誰かにとってはさらなる高みを目指す舞台、 
あるいは去年の悔しさを晴らすために。 
選手権への初挑戦に、もしくは初めてのインカレに、
胸を高鳴らせている人もいるでしょうか。 
いつもインカレは一度きり。 
それぞれにとってかけがえのない思い出になるよう、
そばで見守っています。      38 期 岩井 

インカレの醍醐味は応援！ 
エリートも一般もお互い奮起させましょう！  

38 期 鈴木沙 



 
  

・インカレを楽しんで下さい！ オリエンテーリングを楽しんで下さい！ こんな暗い世の中に負けるな！(27期村上)

・悔いのないレースを！ (40期 小寺)・楽しむ心を忘れずに頑張ってください!! (39期 岡田)

・悔いの残さないよう全力を出し切れ！(34期 徳増)

・「我が選んだ道に、悔いはなし!」と言えるレースを期待しています(37期 檜脇)

・最後までしっかり！(34期 佐藤)

・インカレの思い出は良くも悪くもずっと残ります。後悔しないよう準備はしっかりと。(24期 坪居)

・出来ることしか出来ないので、普段やらないことは本番でもやらないこと！ 最後まで諦めず、悔いのないレースをしてください！！！
(27期 小山)

・日々のランニングは嘘をつかない！頑張れ！(40期 櫻木)

・もう30年近く前になりましたが、私にとって大学生活で一番の思い出はやっぱりインカレです。 今回のインカレがOLTの皆さん
にとって一生ものの経験となることを祈っています！(16期 奥田)

・コロナ禍も落ち着いてきましたね。ベストを尽くせるよう頑張りつつ、オリエンができることを楽しんでください！(39期 大倉)

・悔いのない走りを！(40期 三浦)

・今できることを全力で最後まで！(38期 藤本)

頑
張
れ
！
東
工
大

宮川(4年) 臼井(4年)

若月(4年) 山崎(3年)

東工大OLT OB・OG会 つばめ会一同

・なりふり構わず走れ！(40期 豊澤)



 

色々と制限がある中でのインカレでそれぞれ不安に思うこともあると思いますが、インカレは貴重なイベントなのでぜひ楽し

んでください。応援してます！49 期 濱野

残り 1 週間、自分のできる範囲で、最後まで妥協せずに頑張ろう。応援しています。48 期 清水

好きなことに出会えた喜びを爆発させよう。その機会はそう多くない。49 期 江野

ミスっても焦らずに、今に集中して走りきってください。KOLC ファイト！49 期 松田

緊張も全部ひっくるめて楽しんで！応援しています！！48 期 野村

苦しかった分、思い切り楽しんで来てください。頑張れ KOLC！47 期 濱野

全力でやらないと終わった後後悔するよ 49 期 生田

最高の緊張感を力にしてください、応援しています 48 期 藤原

目一杯楽しんで！46 期 田中そ

スプリント部門実行委員長やってます。皆さんを近くで見守っています。ファイト！46 期 吉澤

ルックアップ！！グッドラック！！！！ 47 期 村田
楽しむ心を忘れずに。インカレを楽しみ尽くしてください。48 期 茂原

しんどいなと思ったら、地図を読むこと 47 期 稲森

自信を持って全力で楽しんできてください！48 期 杉山

練習機会が少ない中でこの日のために皆さんはしっかりと日々鍛錬されてきたと思います。レースを存分に楽しんできて

ください！フィニッシュでお待ちしております。48 期 西下

胸を張ってやり切ったと言えるインカレにしましょう！応援してます！ 48 期 戸澤

皆さんの理性と野生を融合させたレースになるよう応援しています。46 期 和田こ

いっけ〜〜〜〜い！！ 49 期 田村

1 レッグ 1 レッグを大切に。 47 期 平松

インカレの舞台を楽しんで！46 期 角田

自分が納得できるようなレースをしてください！！49 期 清野

緊張も含めて全力で楽しんで！最初から最後まで諦めないで走って！皆が笑顔でゴール出来るよう応援してます！

46 期 和田や

事前により具体的なレース展開をイメージして、現地では常に冷静に走ることが大事だと思います。47 期 伊藤

インカレは学生オリエンティアが輝ける最高の舞台。最後まで諦めず、楽しんで！40 期 小室

今でもインカレと聞くとワクワクします。皆さんが全力を出しきれるよう祈っています。15 期 小泉

辛い時こそ顔を上げて。ポス番確認しっかりと！！49 期 井上

KOLC OB ・ OG 一同



 



 

頑張れ！千葉大！



越王会一同

なんとかなれーーッ!! OB2山下 自分との戦い!己に勝て! OB1鈴木

全力で!笑顔で!楽しんでー! OB2外石

自分らしいレースを!! OB2池田

最後まで諦めずに走り抜け! OG1深田

レースも応援も全力で楽しんで
ください!! OG1神戸

駆け抜けろ！新大OC

インカレを全力で楽しんで!! OB1滝沢みんなが実力を発揮できるよう、
応援しています! OG1河野

その1秒をけずりだせ OB5菅野

新大の名を刻め✌
インカレ最高! OB1鎌田

せっかくの大舞台、思いっきり
楽しんできてください! OB1長谷川

反省は終わってからいくらでもできます。
レースでできることに集中して頑張れ!

OB2金田

皆さんが大会の雰囲気を肌で感じ、
いい刺激を受けてきてください。
そして、大会を楽しんでください。

OB1佐藤

目の前のレッグに集中すること!
インカレの舞台を思いっきり楽しんで！ OG1井村

久しぶりのインカレです。
今まで行けなかった分(自分たち
が行けなかった分)まで楽しんで
きてください!! OB1土井

これからみんなの新しい冒険が始
まるけど良いかい?心のコンパス
を信じるんだ!

そうだろ!チャンドゥ OB1奥脇




