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主催者挨拶  
        
「オリエンティアがゴルフ場を疾走する」という

姿を夢見て企画した西日本オリエンテーリング

大会にご参加いただきましてありがとうござい

ます。 
 九州でのビッグ大会は、２０００年３月、福岡

県で開催されました「全日本大会」以来のことで

あります。 
 もとより、長崎県では初めての試みではありま

すが、私どもの力量不足を福岡県、佐賀県、大分

県の協会の方々、そして熊本県よりも駆け参じて

いただきまして、九州ブロック協議会として取組

み、ようやく今日に至りました。 
 関係の皆様に深甚の敬意を表するものであり

ます。 
 雲仙は、日本で最初に国立公園に指定されまし

た。ゴルフ場も、日本最古のパブリックコースと

して開場されました。 
 そのお山雲仙に、しかもゴルフ場に皆様をお迎

えすることができますことは感慨もひとしおで

あります。 
 このゴルフ場開放へご尽力をいただきました

雲仙市長をはじめ、ゴルフ場関係者の皆様にも 
心よりの感謝を申し上げます。 
 このように多くの皆様に支えられ開催するこ

の雲仙大会は、時あたかも紅葉の真っ盛りであり

ます。 
 どうぞ皆様には、この雲仙の自然を十分ご堪能

いただきまして、わざわざお運びいただきました

記念に、感動と喜びをお持ち帰りいただきたいと、

請い願うものであります。 
 年々歳々 花あいにたり 

  歳々年々 人同じからず 

 二度とない、ゴルフ場での大会、雲仙の街での

大会の盛会を期して、皆様のご協力をいただきま

すようお願いを申し上げ、ご挨拶といたします。 
      長崎県オリエンテーリング協会 
         会長 高 村  靖 郎 

 

大会役員 
西日本オリエンテーリング大会 
実行委員長        髙村 靖郎（長崎県協会） 

大会コントローラ     福田 良雄（山口県協会） 

競技責任者        神谷 晴夫（福岡県協会） 

運営責任者        仲尾 勝利（長崎県協会） 

スプリント競技責任者   吉田 智昭（福岡県協会） 

スプリントコース設定者  吉村 芳孝（福岡県協会） 

ミドル競技責任者     石田 徹志（福岡県協会） 

ミドルコース設定者    小比賀健司（福岡県協会） 

役員  山口 俊介  瀬戸口隆洋  筒井 正受  

    内山 貞利  林田 清三  原  利男 

    溝江 信弥         （佐賀県協会） 

嘉悦 弘幸         （熊本県） 

今留 康雄  淺川 章三  淺川 民雄   

吉村 年史  大田  浩  吉田 稔道   

弥栄 耕ニ  原田  隆  大平 峰子 

              （福岡県協会） 

林 恭一郎  半田 太郎  半田 博子   

多田 茂紀  佐久間千恵子 

                  （博多ＯＬＣ） 

 

 トレイル・オリエンテーリング大会 

大会コントローラ    櫻内 保幹 

（ＪＯＡトレイルＯ委員会・ 

 委員長） 

競技責任者       田中  博   

（日本トレイル研究会） 

地図調査責任者     元川 邦人（長崎県協会） 

コース設定者      志田 章博（長崎県協会） 

役員   稲田 俊彦   仲尾 勝利     中村  誠   

菅  光大   川田金太郎   木寺大二郎  

木寺さな江  池田 平作  福元 淳子   

原口  寛之   田中 正夫  久保田美世子  

能瀨 信子  久田 政幸  島田 勲二  

山口 勝則  重信 利光  村上 幸夫  

能瀨 雅之  松本 芳之  北野 秋義  

谷村 俊明  柘植大二郎  長野 国男  

山川 正行  （長崎県協会） 
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⑥ 第２スタート（M12）



 

競技情報（１１月８‐９日 ２日間共通） 

 

○競技について

競技規則 (社)日本オリエンテーリング協会
が定める「日本オリエンテーリング
競技規則」に基づいて行ないます。
ＥＭＩＴ社製電子パンチング計時
システム(Ｅカード)を使用します。

パンチング
システム 

ただし、Ｎ・フィットネスなどでは
コントロールカード使用 
ＪＳＣＤ２００８（ＩＯＦ記号）に
準拠。 

ｺﾝ ﾄ ﾛ ｰ ﾙ
位置説明 

ただし、Ｎ・フィットネスなどでは
日本語表記 

 

○公式掲示板 

・会場内に公式掲示板を設けます。プログラムへ
の修正･追加情報などを随時掲示しますので、
必ずご確認ください。 

 

○注意事項 

・競技の公平性を保つため、雲仙温泉街周辺に競
技者の競技終了まで立入り制限区域を設けま
す。詳細は会場レイアウトをご参照ください。 

・競技終了以前に制限区域に立入った事が判明し
た競技者は２日目の競技で失格とされます。 

 

＜コンパスの貸出しを希望される方＞ 

・受付にてコンパスの貸出しを行ないます。 
・万一破損や紛失された場合には実費として 
２,０００円を負担していただきます。 

・数に限りがあります。ご了承ください。 
 

○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。ご了承ください。 

 

○スタート

・スタート地区に入る前に、Ｅカードの動作確認

をします。必ず確認ユニットに装着してランプ

の点灯を確認してください。確認できない場合

は係員に申し出てください。 

・Ｅカードの故障の恐れがある方、あるいは紛失

した方は、役員に申し出て、Ｅカードの再発行

を受けてください。 

・Ｅカードがない方および不備のある方は正規の

時刻にスタートできないことがあります。 

＜遅刻者＞ 

・遅刻者は遅刻者枠に向かいスタート役員にその
旨を伝えてください。役員の指示に従い、遅刻
者枠からのスタートになります。遅刻の原因が

主催者の責任による場合を除き、遅刻者の競技
タイムはスタートリスト記載の正規スタート
時刻から計算します。 

＜参加者＞ 

・本大会では全員が２日間を通して同じナンバー
カードを着用します。付属の安全ピンで胸の見
やすい位置につけてください。 

＜スタート方法＞ 

ス タ ー ト
地区入り口

確認ユニットにＥカードをセットし
てランプを点灯させ、Ｅカードの動
作確認を必ず行なってください。 

３ 分 前 ご自身の出走クラス枠に入り係員の
確認を受けてください。 

２ 分 前 1つ前の枠に進んでください。 
１ 分 前 さらに 1 つ前の枠に進み、Ｅカード

のチェックを役員より受けてくださ
い。 

ス タ ー ト １０秒前になったらスタートユニッ
トにＥカードをセットしてくださ
い。スタートチャイマーの合図と同
時にＥカードを離しスタート枠を出
て、前方の地図置き場から自身のク
ラスの地図を１枚取り、スタートし
てください。 

＜スタートフラッグまで＞ 

・スタートフラッグまでは赤白テープ誘導をたど
ってください。 
スタートフラッグの位置は地図上の△の中心
です。 
 

○競技中 

＜Ｅカード使用時の注意事項＞ 

・同じ番号のコントロールを続けて２回以上パン

チした場合は、最初のパンチのみ記録されます。 

・途中で間違ったコントロールでパンチした場合

は、その後正しいコントロールでパンチすれば

問題ありません。 

 例 １）３→４→５と行くべきところ、４を飛

ばして５でパンチしてしまった場合 

      ⇒そのまま４に戻ってパンチをし、

その後もう一度５でパンチをする。 

   ２）４の次に５以外のコントロールをパン

チしてしまった場合 

      ⇒そのまま５に戻ってパンチする。 

・Ｅカードが正常に作動しなかった場合、バック

アップラベルでコントロールの通過が確認で

きれば完走とします。 

・バックアップラベルを紛失した場合でも、Ｅカ

ードが正常に作動してコントロールの通過が

確認できる限り失格とはなりませんが、Ｅカー

ドが正常に作動せず通過が確認できなかった

場合は失格となります。 

・Ｅカードを紛失した場合は、失格になります。 
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 [その他の注意事項] 
・Ｅカードへの加工、書き込み等は認められませ
ん。コントロール位置説明表を携帯したい場合
は、ビニール袋、コントロールカードケース等
を使用して構いません。 

・Ｅカードを破損又は紛失した場合は実費( 
３,０００円)をいただききます。 

・競技中にＥカードを破損又は紛失した場合は失
格となります。 

＜競技上の注意＞ 

・地図上で示される立入り禁止区域には絶対に立
ち入らないようご注意ください。立入り禁止区
域への立入りを行なった場合は失格となりま
す。 

・けが人を発見した場合には、速やかに場所･状
況などを役員にお知らせください。けが人の救
助は競技よりも優先させてください。 

・コース上、交通量の多い道路を横断する可能性
があります。十分に車に注意するとともに、係
員が配置されているところでは係員の指示に
必ず従ってください。 

・一部観光地として一般市民の多いところを通過
する可能性があります。一般の観光客にケガな
どをさせることのないよう注意して走行して
ください 

 

○フィニッシュ 

＜最終コントロールから＞ 

・最終コントロール～フィニッシュは赤白テープ
誘導です。 

＜フィニッシュ方法＞ 

・フィニッシュ方法は、パンチングフィニッシュ
です。 Ｅカードをフィニッシュユニットにパ
ンチした時点で競技終了とし計時いたします。 

・フィニッシュ後は役員の指示に従い、追い越し
をせずお進みください。 

＜地図回収＞ 

・地図回収は行ないません。出走前の参加者に地
図を見せる等、競技に関する情報の伝達等を行
なう行為を禁止します。 

＜競技終了時刻＞ 

・競技が終了していなくても必ず指定された時間
までにはフィニッシュを通過し、Ｅカードを役
員に渡すようにしてください。棄権する方も必
ずフィニッシュを通過してください。 

・フィニッシュ通過が確認できなかった場合は、
未帰還者として捜索されることになります。 

・競技に関する苦情・調査依頼等は、フィニッシ
ュでは受付けておりません。本部にて、所定の
用紙に記入して提出してください。 

 

 

 

○調査依頼・提訴 

＜苦情・調査依頼＞ 

・苦情･調査依頼等がある場合は、本部にて所定
の用紙に記入の上、指定された時間までに提出
してください。苦情･調査依頼に対する大会主
催者の回答は、大会公式掲示板に掲示します。 

＜提訴＞ 

・苦情･調査依頼に対する大会主催者の回答に納
得できない場合、実施規則 24.4 に基づき、提
訴することができます。提訴は、本部にて所定
の用紙に記入･提出することにより行ないます。
提訴に対する裁定委員の判断の結果は、大会公
式掲示板に掲示します。 

＜裁定委員＞ 

・本大会（２日間）の裁定委員として次の３名の
方にお願いしています。 

尾上 秀雄（東京） 加納 尚子（三重）  

徳野 利幸（愛媛） 

○販 売  

（開始時間はそれぞれの日の案内をご覧 

ください） 

＜成績表の申し込み＞ 

・受付にて1部２００円にてお申込いただけます。
後日郵送させていただきます。 

＜地図販売＞ 

・本大会使用地図を販売いたします。全コントロ
ール図１部３００円、コース図・白図は共に２
００円です。 

・枚数に限りがございますので、あらかじめご了
承ください。 

＜未出走者の地図配布＞ 

・販売用地図から該当クラスの地図を受付までお
持ちください。 

・未出走者の地図は必ずしも当該クラスの地図が
確保できるとは限りません。在庫がない場合は
他の地図をお渡しすることがありますので、あ
らかじめご了承ください。 

 

○成績掲示 

・会場内にて速報を掲示します。 

 

○表彰 

・各クラスの２日間を通じた上位者を表彰します。
成績が確定したクラスから随時表彰しますの
で、表彰対象者は２日目の会場で案内に従い、
指定場所にお集まりください。 
・各日ごとの表彰は行ないません。 
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◎その他留意事項  

・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。 
・樹木を傷つける等自然を損なうことをしないで
ください。 

・競技エリアや会場内は火気使用禁止です。タバ
コは絶対に吸わないでください。 

・スポーツ傷害保険には主催者側で加入しますが、
補償額には限度があります。各自健康保険証の
持参をお薦めます。 

・救護所で簡単な応急手当は可能です。 
・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。 

・参加者が自分自身あるいは第三者へ与えた損害
等について主催者はその責任を負いません。
（特に観光地ですので注意してください。） 

 

◎大会の中止について 

以下の場合には大会を中止いたします。延期･参

加費返金はいたしません。ご了承ください。 

• 当日、天候その他により、主催者側が参加

者の安全を確保できないと判断した場合 

• 当日の朝、交通機関のトラブル等により参

加者の大半が来場できないと予想される

場合 

◎大会前の連絡先 

長崎県オリエンテーリング協会 

事務局長  仲尾 勝利 

携帯 ０９０－８４１６－７２５１ 

 

 

国立公園です。 

樹木、草木は大切に。 

 テレインのほとんどは、環境庁が指定する特別

地域です。 

競技中、むやみに、 

     木の枝を折らない 

     花をきずつけない など 

大事な自然を確保するために、皆様の格段のご協

力とご配慮をお願いします。 

 

競技情報 １日目 １１月８日（土） 

スプリント競技 

会場案内図をご覧下さい。 

○競技について

競 技 形 式 ポイントオリエンテーリング 

 スプリント競技 （カテゴリＳ）

 

○地図について

使 用 地 図 ２００８年オリエンテーリング九
州ブロック協議会作成「雲仙ゴル
フ場」 

 縮尺１:５,０００ 等高線間隔２m
走行可能度４段階表示  
ＪＳＳＯＭ２００７準拠 

 地図サイズＡ４横  
耐水ビニール封入済み 

コ ン ト ロ ー ル
位 置 説 明

ＩＯＦ記号表記 
（※ Ｎ･Ｍ１２クラスは日本語表記） 

･地図記号はＪＳＳＯＭ２００７に準拠していま
す。ＪＳＳＯＭ２００７において認められた特殊
記号として以下のものを使用しています。 

• グリーン・ 
ティグラウンド

： ■(緑) 528.1 立入禁止 

• バンカー ： □(黄・黒) 211 開けた砂地・
立入可 

• カート道 ： ＝(茶・黒) 529 舗装道路 

• カート道 ： ＝(茶・黒) 506.1 未舗装道路 

• 電気柵 ： －(黒) 524 通行禁止の柵

 

○テレイン・コースプロフィール 

＜テレインプロフィール＞ 

・普段は入ることのないゴルフ場をテレインとし

て使用します。 

・走行可能なオープン（芝生）が、テレインの８

割を占めますが、まとまった森林も存在します。 

・林の中は小径と切り開きを利用すれば、通行可

能ですが、見通しは良くありません。 

・起伏は全体的に、なだらかな片斜面で地形的な

変化に乏しい。 

＜コースプロフィール＞ 

・全クラスとも地形的特徴に乏しい見通しのとて

も良い芝生地と、対して非常に見通しの良くな

い林の中でのナビゲーションの切り替えが必

要となります。進行方向を維持する集中力と、

止まらず最後まで走り続ける気力が要求され

ます。 
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○コース 

＜クラス一覧＞ 

クラス 
距 離

(km) 

登距離

(m) 

優勝設

定時間
人数 クラス 

距 離

(km) 

登距離

(m) 

優勝設

定時間 
人数

ＭＥ ２.９ ９５ １５分 １７ ＷＥ ２.６ ９０ １５分 １２

Ｍ２１Ａ ２.６ ９０ １５分 ３２ Ｗ２１Ａ ２.３ ８５ １５分  ７

Ｍ３５Ａ ２.３ ８５ １５分 ２５ Ｗ３５Ａ ２.１ ７０ １５分  ４

Ｍ５０Ａ ２.１ ７０ １５分 ２７ Ｗ５０Ａ ２.０ ６５ １５分  ９

Ｍ６５Ａ ２.０ ６５ １５分 ２０      

Ｍ２０Ａ ２.３ ８５ １５分  ５      

Ｍ１２ １.６ ４５ １５分  ２ ＷＢ １.６ ４５ １５分  １

ＭＢ １.６ ４５ １５分  ４ Ｎ １.７  １５分  ９

ＯＡ ２.１ ７０ １５分  ＯＢ １.６ ４５ １５分  

・距離はすべて直線距離です。登距離はベストルートでの登距離です。 
・距離、登距離は変更される場合がありますので、公式掲示板にてご確認ください。 
・Ｍ１８Ａ, Ｍ１５Ａ,  Ｗ２０Ａ, Ｗ１８Ａ, Ｗ１５Ａ, Ｗ１２, ＷＢにはエントリーがありませんで
した。 

 

○服装と用具について 

・運動しやすい服装で参加してください。 
 

◎当日の流れ 

受付（１２：００～１３：３０） 

（ゴルフ場クラブハウス） 

＊すべての参加者は、クラブハウス正面 

から入り、受付をお通りください。  

＜事前申込の方＞ 

・受付でロッカー番号を受け取り、ロッカー前に
置かれた封筒を確認してください。 

・封筒には １．ロッカー番号 ２．参加クラス
３．氏名 ４．スタート時間 ５．Ｅカード番
号が記載してあります。 

・封筒の中には ①Ｅカード ②バックアップラ
ベル ③コントロール位置説明 ④ナンバー
カードが入っています。Ｍｙカードの方は ②,
③，④が入っています。 

・Ｍｙカードの方は、⑤Ｅカード番号が間違いな
いかを確認してください。万一間違いがありま
したら申し出てください。 
参加費のお振込みのときに、過不足が生じた方
には、受付にて精算をさせていただきますの
で、ご協力をお願いします。 

・事前申込時に「Ｍｙカード使用」と申し込まれ
た方で、Ｅカードを忘れた方は受付にてＥカー

ドレンタル手続きを行なってください。その際
にＥカードレンタル料金３００円をいただき
ます。 

・レース前にＥカードを紛失、破損された方は再
発行いたしますので、受付までお申し出くださ
い。再発行には実費(３,０００円)がかかりま
す。 

＜当日申込の方＞ 

当日参加申込受付時間  

（１２：００～１３：３０） 

・受付テント横の記入台で所定の参加用紙に必要
事項をご記入の上、参加費用を添えて第１受付
に提出してください。 

・第２受付にてスタート時刻の指定を受け、Ｅカ
ードとコントロール位置説明を受け取ってく
ださい。(スタート時刻はすべてこちらで指定
させていただきますが、特別な事情がある方は
お申し出ください) 
・当日参加クラスは以下の通りです。なお、各ク
ラスの受付人数には上限がありますので、早め
にお手続きください。 
＜当日参加クラス＞ 
・当日申込は、ＯＡ(上級)、ＯＢ(中級)、Ｎ(初
級)クラスがあります。参加料はＯＡ、ＯＢは 
各２,０００円、Ｎは６００円です。受付で納
入ください。 

・Ｎクラスは、コントロールカードを使用します。
Ｅカードは不要です。 
・距離、登距離、優勝設定時間はクラス一覧を参
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照してください。 
・当日参加クラスには競技者登録・競技者登録料
は不要です。 

・当日参加クラスの表彰はありません。 
・レース前にＥカードを紛失、破損された方は再
発行いたしますので、受付までお申し出くださ
い。再発行には実費(３,０００円)がかかりま
す。 

 
【更衣所】 
・更衣はクラブハウスの各ロッカー(男女別室)を
使用します。競技終了後は入浴が可能です。 

・皆さんで使用します入浴のマナーは守り、入浴
前によく体を洗ってからご利用下さい。 

・カギはありませんので、貴重品は各自で管理し
てください。 

 

○初心者説明  

(１２：００～１３：３０の随時) 

・初心者説明を行ないます。オリエンテーリング
の基本的な説明、Ｅカードの使用方法などの説
明を行ないます。 

 

○スタート (１３：０１～１３：４５) 

＜スタート地区＞ 

・クラブハウスを出て、黄色の誘導テープに従い、
ゴルフ場内の舗装道路を外れずに進んでくだ
さい。 
・スタート地区まで歩いて約３分です。 

＜スタート時刻＞ 

・トップスタート時刻は１３：０１、スタート閉

鎖時刻は１３：４５です。それ以降の出走は認

めません。 

・スタート地区は狭く、ウオーミングアップのエ

リアはありません。 

・ウオーミングアップはクラブハウス前の道路脇

をご利用ください。ウオーミングアップ中、横

を通過する車輌に十分注意してください。 

・十分なアップを行なった後に、忘れ物がないか

確認をして、スタート地区に移動ください。 
 

○競 技(１３：０１～１３：４５) 

＜競技上の注意＞ 

・ゴルフ場の芝生保護のため、金属製ピンのある

スパイクシューズの使用は禁止です。 

・ゴルフ場内のグリーンとティグラウンドは立ち
入り禁止です。地図表示及び現地表示に注意し
てください。これらの禁止区域に入った場合に
は失格となります。 

・ゴルフ場の外周には猪の侵入を防止するために、

電気牧柵（猪よけ）が設置されています。乗り
越えたり、壊さないようにしてください。地図
上では通過禁止の柵として表示しています。 

・全てのクラスにおいて競技時間を設けます。競
技時間は、全クラス６０分とします。競技時間
を超えた場合は失格となります。 
 

○フィニッシュ(～１４：４５) 

・レンタルされたＥカードは、２日間参加の方は
２日目も同じ物を使用します。 
各自で大切に保管ください。スプリント競技の
みの方は本部にお返しください。 

＜競技終了時刻＞ 

・フィニッシュ閉鎖は１４：４５です。 
１４：４５よりコントロール撤収を開始します。 

・競技が終了していなくても必ず１４：４５まで
にはフィニッシュを通過し，Ｅカードを役員に
渡すようにしてください。棄権する方も必ずフ
ィニッシュを通過してください。 
 
＊クラブハウスに入る際には、ハウ
ス入口に備え付けられているエア
ガンでウエア、シューズなどの汚れ
をしっかり落としてお入りくださ
い。 

 

○調査依頼・提訴 

＜苦情・調査依頼＞ 

・苦情･調査依頼等がある場合は、本部にて所定
の用紙に記入の上、１５：００までに提出して
ください。 
・苦情･調査依頼に対する大会主催者の回答は、
大会公式掲示板に掲示します。 
 

○販売(１４：００頃～１５：００) 

＜成績表の申し込み 

(１４：００頃～１５：００)＞ 

＜地 図 販 売  (１４：００頃～１５：００)＞ 

＜未出走者の地図配布 

(１４：００頃～１５：００)＞ 

・１４時以降に配布準備ができた時刻より受付

で開始します。後日の発送はいたしません。 

 

○表彰 

・各クラスの二日間を通じた上位者を２日目の会
場で表彰し、この日のみの表彰は行ないません。 
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競技情報 ２日目 １１月９日（日） 

ミドル競技 

会場案内図をご覧下さい。 

○競技について

競技形式 ポイントオリエンテーリング 
 ミドルディスタンス競技 

（カテゴリＢ） 
 

○地図について

使用地図 ２００８年オリエンテーリング 
九州ブロック協議会作成「雲仙地獄」

 縮尺１:７,５00 等高線間隔５ｍ  
走行可能度４段階表示 ＪＳＯＭ２
００７準拠 

 地図サイズＡ４縦  
耐水ビニール封入済み 

コントロール
位置説明 

ＩＯＦ記号表記 
（※ Ｍ１２クラスのみ日本語表記）

・地図記号はＪＳＯＭ２００７に準拠していま
す。ＪＳＯＭ２００７において認められた特
殊記号として以下のものを使用しています。 

• 石碑、その他の 
• 人工特徴物 ： ×(黒) 

炭焼き 
窯跡 

： ○
(黒) 

• 貯水槽 ： ×(青)   

• 独立樹  ： ●(緑) 
倒木・ 
切り株 

： ×
(緑) 

・テレイン内には岩が多数存在します。これら
の岩は大きさによって三段階に表現されて
います。 
  黒の小さな・（206 岩）   

全周囲の地表面から高さ 1m 以上 
  黒のやや大きな・（207 大きな岩）  

全周囲の地表面から高さ２ｍ以上もしく
は直径５ｍ以上 

  黒の塗り潰し（実寸）（202 柱状の岩） 
より大きく実寸表記可能な物 

 ただし、目立つ岩盤であっても、一方向から
の高さが１ｍ未満の物は表記されていませ
ん。 

・テレイン内にテントを設営するための土台が
存在します。これらは黒の□（508 建物跡）
で表記されています 

 

○テレイン・コースプロフィール 

＜テレインプロフィール＞ 

・温泉街とその周囲の山塊がテレインです。民家

（旅館）の敷地は多くありますが、耕作地は全

くありません。山塊の一部は公園化されていま

すが、大部分は未開発の山林です。山林部分の

多くは雑木林で、林の中は薄暗く、見通しも良

くありません。植生は複雑で境界ははっきりし

ません。歩行は概ね可能ですが、走行するには

気力が必要です。テレイン全体の走行可能度の

割合は概ねＡ：Ｂ：Ｃ：Ｄ＝１：５：３：１で

す。道は比較的多くありますが、幅の狭い不明

瞭な小径が多いです。 

・地形的傾向として、尾根上は傾斜がなだらかで

地形的特徴物に乏しいです。しかし沢は深く切

れ込んでおり、沢の中には微地形も存在します。 

・テレイン内には岩が非常に多く存在します。そ

のためある程度目立つ岩であっても、一方向か

らの高さが 1m未満の物は表記しておりません。

表記されていない岩が障害物となり、地図で見

る印象よりも走りにくい場所が存在します。 

・噴気口の近くでは火山ガスを感じることがあり

ますが、走っても健康に支障はありません。 

＜コースプロフィール＞ 

・全クラスとも地形的特徴に乏しい見通しの悪い

林の中でのナビゲーションが必要となります。

障害物の多い中で方向を維持する集中力と、走

り続ける気力が要求されます。その一方で温泉

街を走るため、全クラスとも舗装道路を長く走

る箇所が存在します。 

 

○シード選手 

・競技規則９.１により、ＭＥ・ＷＥクラスにお

いて、スタート時間の指定にあたりシード枠を

設けました。シード選手は以下のように決定し

ました。ただし、シードに該当する女子選手が

ＭＥクラスに出場する場合はこれを除外しま

した。 

① ２００８年９月５日現在の日本ランキング

(日本オリエンテーリングランキング作成

委員会)において、ＭＥ１０位以内、ＷＥ５

位以内の選手。 

② 本年度世界選手権の日本代表選手。 

＜シード選手一覧＞ 

ＭＥ 松澤俊行、小泉成行、加藤弘之 

ＷＥ 志村直子、朴峠周子、加納 尚子、

渡辺円香 
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○コース 

＜クラス一覧＞ 

クラス 
距 離

(km) 

登距離

(m) 

優勝設

定時間
人数 クラス 

距 離

(km) 

登距離

(m) 

優勝設

定時間 
人数 

ＭＥ ３.７ ２４０ ３０分 １６ ＷＥ ３.３ ２２０ ３０分 １２ 

Ｍ２１Ａ ３.４ ２２５ ３０分 ３３ Ｗ２１Ａ ３.１ １７５ ３０分  ５ 

Ｍ３５Ａ ３.１ １７５ ３０分 ２４ Ｗ３５Ａ ２.９ １５５ ３０分  ３ 

Ｍ５０Ａ ２.９ １５５ ３０分 ２７ Ｗ５０Ａ ２.６ １２０ ３０分  ９ 

Ｍ６５Ａ ２.６ １２０ ３０分 ２４      

Ｍ２０Ａ ３.２ １７５ ３０分  ５      

Ｍ１２ ２.４ ６０ ３０分  ２      

ＭＢ ２.４ １３０ ３０分  ４      

ＯＡ ３.１ １７５ ３０分  ＯＢ ２.４ １３０ ３０分  

・距離はすべて直線距離です。登距離はベストルートでの登距離です。 
・距離、登距離は変更される場合がありますので、公式掲示板にてご確認ください。 
・Ｍ１８Ａ, Ｍ１５Ａ, Ｗ２０Ａ, Ｗ１８Ａ, Ｗ１５Ａ, Ｗ１２, ＷＢにはエントリーがありませんで
した。 

 

○服装と用具について 

・運動しやすい長袖長ズボンの服装で参加してく
ださい。ケガの防止のために、踏み抜き等をし
にくい靴底のしっかりした履物をご用意くだ
さい。 
 
◎当日の流れ 

○受付（８：３０～１０：００） 

＜事前申込の方＞ 

＜１日目から参加の方＞ 

・受付を通る必要はありません。 
・Ｅカード・ナンバーカードは一日目に使用した
ものをそのまま使用します。 

・前日誤ってＥカードを提出された方はＥカード
配布所より各自のＥカードをお取りください。 
＜２日目のみの参加者＞ 
・受付を通る必要はありません。Ｅカード配布所
より各自のＥカードほか、配布物をお取りくだ
さい。 

・コントロール位置説明表はＥカード配布所にま
とめておいてあります。 
・事前申込時に「ＭｙＥカード使用」と申し込ま
れた方で、Ｅカードを忘れた方は受付にてＥカ
ードレンタル手続きを行ってください。その際
にＥカードレンタル料金３００円をいただき
ます。 

・レース前にＥカードを紛失、破損された方は再
発行いたしますので、受付までお申し出くださ

い。再発行には実費(３,０００円)がかかりま
す。 
 

＜当日申込の方＞ 

当日参加申込受付時間 

（８：３０～１０：００） 

 
・受付テント横の記入台で所定の参加用紙に必要
事項をご記入の上、参加費用を添えて第１受付
に提出してください。 

・第２受付にてスタート時刻の指定を受け、Ｅカ
ードとコントロール位置説明を受け取ってく
ださい。(スタート時刻はすべてこちらで指定
させていただきますが、特別な事情がある方は
お申し出ください。) 
・当日参加クラスは以下の通りです。なお、各ク
ラスの受付人数には上限がありますので、早め
にお手続きください。 
＜当日参加クラス＞ 
・距離、登距離、優勝設定時間はクラス一覧を参
照してください。 

・当日参加クラスには競技者登録・競技者登録料
は不要です。 
・当日参加クラスの表彰はありません。 
・レース前にＥカードを紛失、破損された方は再
発行いたしますので、受付までお申し出くださ
い。再発行には実費(３,０００円)がかかりま
す。 
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○初心者説明(９：００～１０：３０の随時) 

・受付テント横にて初心者説明を行ないます。オ
リエンテーリングの基本的な説明、Ｅカードの
使用方法などの説明を行ないます。 

 

○スタート(９：３０～１０：３０) 

＜スタート地区＞ 

・Ｍ１２以外の全クラスのスタート（第１スター
ト）は更衣所（お山の情報館別館）脇に設けま
す。 

・Ｍ１２クラスのスタート（第２スタート）は、
更衣所前の国道を横断して５０ｍ離れたとこ
ろに設けます。会場レイアウトをご参照下さい。
第２スタートは更衣所前から充分に見えると
ころにあります 

＜スタート時刻＞ 

・トップスタート時刻は９：３０、スタート閉鎖

時刻は１０：３０です。それ以降の出走は認め

ません。 
 

○競 技(９：３０～１２：００) 

＜競技上の注意＞ 

・全てのクラスにおいて競技時間を設けます。競
技時間は、Ｅクラスは優勝時間の１５０％、Ａ
クラスは２００％とし、分に満たない端数は切
り上げます。その他のクラスでは競技時間を９
０分とします。 
規定時間を超えた場合は失格となります。 
 

○フィニッシュ(～１２：００)

・レース後、レンタルＥカードは回収し、ＭｙＥ
カードはその場で返却します。 

＜競技終了時刻＞ 

・フィニッシュ閉鎖は１２：００です。１２：０
０よりコントロール撤収を開始します。 

・競技が終了していなくても必ず１２：００まで
にはフィニッシュを通過し、Ｅカードを役員に
渡すようにしてください。棄権する方も必ずフ
ィニッシュを通過してください。 

 

○調査依頼・提訴 

＜苦情・調査依頼＞ 

・苦情･調査依頼等がある場合は、本部にて所定
の用紙に記入の上、１２：００までに提出して
ください。 
苦情･調査依頼に対する大会主催者の回答は、
大会公式掲示板に掲示します。 
 
 
 
 

○販売(１１：００頃～１３：００) 

＜成績表の申し込み  

(１１：００頃～１３：００)＞ 

＜地 図 販 売 (１１：００頃～１３：００)＞ 

＜未出走者の地図配布 
(１１：００頃～１３：００)＞ 

○表彰 

・各クラスの２日間を通じた上位者を表彰します。
成績が確定したクラスから随時表彰しますの
で、表彰対象者は案内に従って指定場所にお集
まりください。 
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トレイルオリエンテーリング雲仙大会 
 

大会コントローラ 櫻内保幹 

競技責任者    田中博 

運営責任者    仲尾勝利 

地図調査責任者  元川邦人 

コース設定者    志田章博 

          

【競技に関する情報】 

【使用地図】 

縮尺 1：４０００  等高線間隔 ２ｍ   透視可能

度３段階表示 ＪＳＯＭ２００７準拠 

・テレイン内の岩は、高さ１００cm 以上のものを表

記しています。 

・植生界は、木の根元から林の外側へ０～１ｍの範

囲にとっています。 

・本大会で用いる特殊記号は下記の通りです。 

   ×（黒）：モニュメントなどの人工特徴物 

   ×（緑）：切り株・木の根（高さ１ｍ以上） 

【コントロール位置説明】 

・コントロールに関する規程（ＪＳＣＤ２００７）

に準拠します。 

・ＤＰ（デシジョン・ポイント）に到達するには、

コントロール位置説明表のＨ欄（右端の欄）の矢

印を手掛かりにして下さい。矢印はＤＰからコン

トロールフラッグを見る方向を示しています。 

【コース距離】 

■ Ａクラス   ２.３ｋｍ 登距離 ３０ｍ 

  Ｃ，Ｎクラス  １.１ｋｍ        ６ｍ 

【制限時間】 

■ 総合クラス１１０分 Ｐクラス １３０分 

★制限時間を超えると５分まで毎に１点減点とな

ります。 

【テレイン情報】 

■ 

本大会テレインの特徴は、ずばりゴルフ場という

ことです。バンカー（へこんだ砂場）フェアウエイ

（きれいに刈り込んだ芝生広場） 

水路、独立樹、周辺の林、植え込みなどを使った

コントロールがあります。進む道はゴルフ場のカー

ト道であり。車いすのすれ違いの為にカート道の両

サイド約１メートルは道として認めます。 

又特に指定したフェアウエイの一部は（テープで

表示）道として通行できます。 

一部短い距離ながら急な坂道がありますが、エ 

 

 

 

 

 

スコートを配置して、車いすの進行には差し支えあ

りません。全体としては、緩やかな起伏のある、広々

としたゴルフ場の景観を楽しめます。 

カート道の左右約１メートル及び指定した場所以

外のフェアウエイを進むことは禁止します。万一、

進入禁止の場所に入った場合は、失格になります。 

トイレ、水道はコース上に２～３か所あります。 

ただし、バリアフリートイレは、スタート地点の

近くの１か所のみです。ご注意ください。  

 

「【】【競技の流れ】 

【受付】 

■ １２：００ ～ １５：００ 

受付で事前申込者はコントロールカードとナンバ

ーカード（安全ピンはご持参下さい）を受け取って

ください。当日参加申込者は参加申込用紙に必要事

項を記入し、参加費を添えて提出、スタート時刻の

指定を受けてください。当日参加は地図の用意され

た人数で、打ち切る場合があります。 

当日参加費 

 Ａクラス 一般 １,５００円    

Ｃ，Ｎクラス ５００円 小、中学生＝１００円 

【公式掲示板】 

 大会会場に公式掲示板を設けます。競技情報の追

加や修正などを掲示しますので、必ずご覧下さい。 

 

【初心者説明】 

 Ｃ，Ｎクラスの方はスタート前に初心者説明を行

ないます。 

【スタート】 

 事前申し込み者のスタート時刻は、スタートリ

ストのように指定しました。 

 全クラス１分間隔でスタートしますが、当日申し

込みのＡクラスは、日没との関係から３０秒間隔の

スタートになる場合もあります。 

★スタート時刻に遅刻した場合も、スタート時刻の

変更は行ないません。その分制限時間が短縮され
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ます。 

【競技】  

・コントロールは 1番から順番に回って下さい。 

・パンチは吊下げ方式です。パンチは次のコントロ

ールに向う方向に少し行ったところの道端に吊下

げてあります。 

・コントロールカードは２枚１組になっていますの

で、２枚重ねてパンチしてください。 

・１つの正解につき 1点の得点となります。 

・１つのコントロールについて、該当する１列の欄

内に複数のパンチが確認された場合（いわゆるダ

ブルパンチ）、およびパンチのない場合は、不正解

となります。 

・Ａクラスにはタイム・コントロール（ＴＣ）があ

ります。ＴＣでは、係員の指示に従って下さい。

なお、ＴＣに要した時間（待機時間も含む）は、

競技時間には含まれません。 

【給水所】【トイレ】 

・スタート・フィニッシュには車椅子利用可能の仮

設トイレを設けます。 

・給水はコース内に２～３か所あります。 

【フィニッシュ】 

・コントロールカードを係員に提出して下さい。競

技者控え用はその場で返却します。 

・地図は回収しません。 

・正解表は最終競技者がフィニッシュした後、本部

で配布します。 

・競技途中であっても、自分の制限時間がきたらフ

ィニッシュに向ってください。 

・競技を途中で棄権する場合でも、必ずフィニッシ

ュにコントロールカードを提出してください。 

【成績速報】 

・翌日のミドル会場で、成績を掲示します。 

【競技に関する注意事項】 

・服装に関する制限は特にありません。 

・競技者が立ち入りできるのは、ゴルフ場のカート

道、及びその左右約１メートルです。一部フェア

ウエイをテープで、誘導しているエリアも通れま

す。それらの部分以外に立ち入ることはできませ

ん。 

・競技者どうしの情報交換、私語・独り言を禁止し

ます。 

・やむを得ず携帯電話をコースへ持込むことは禁止

しませんが、電源を切ってください。競技中は電

話をかけることはもちろん、バッグやポケットか

ら取り出すことを禁止します。 

 

 

【苦情・調査依頼】 

・調査依頼・苦情等ある場合は、成績速報が掲示さ

れてから２０分以内に書面で本部に提出してくだ

さい。 

・調査依頼・苦情に対する回答は、公式掲示板に掲

示します。口頭による質問には口頭でお答えしま

す。 

【表彰など】 

・行ないません。 

【コース説明会】 

・行ないません。 

【裁定委員】 

・次の各氏です。 

児玉拓 木島英登 藤島由宇
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スプリント スタートリスト 
 

ＭＥ 
      

 13:16 荒井 正敏 東京 多摩ＯＬ 409832

13:01 鈴木 陽介 愛知 ぞんび～ず 92756 13:17 宮城島俊太 埼玉 みちの会 76917

13:03 松澤 俊行 愛知 三河ＯＬＣ 400810 13:18 荻田 博文 岡山 ＯＬＣ吉備路 

13:05 松本 康浩 大阪 大阪ＯＬＣ 409849 13:19 西脇 正展 神奈川 Ｎの会 483351

13:07 水嶋 孝久  埼玉 入間市ＯＬＣ  483424 13:20 岩倉  毅 兵庫 ＯＬＰ兵庫 134719

13:09 山本 賀彦 岡山 ＯＬＰ兵庫 483429 13:21 広江 淳良 東京 ＥＳ関東Ｃ 483415

13:11 小山 温史 東京 トータス 63997 13:22 美藤 陽一 広島 広島ＯＬＣ 406383

13:13 加藤 弘之 神奈川 ＥＳ関東Ｃ 38798 13:23 海老 成直 大阪 上尾ＯＬＣ 64157

13:15 新  隆徳 埼玉 入間市ＯＬＣ 77024 13:24 赤池 勝哉 東京 かすいち倶楽部 

13:17 源後 知行 東京 ぞんび～ず 407268 13:25 市脇 翔平 京都 京大ＯＬＣ 64176

13:19 山本 真司 東京 ＥＳ関東Ｃ 488193 13:26 石澤 俊崇 福岡 トータス 405666

13:21 池  陽平 愛知 ＯＬＣルーパー 76982 13:27 吉田  勉 東京 みちの会 

13:23 番場 洋子 神奈川 ぞんび～ず 408434 13:28 丸藤  純 宮城 航走の会 77016

13:25 小泉 成行 千葉 ときわ走林会 401887 13:29 清水 尊司 広島 広島ＯＬＣ 407255

13:27 小暮喜代志 神奈川 ＥＳ関東Ｃ 76925 13:30 八神 遥介 大阪 チームインリン 

13:29 藤井 範久 茨城 つくばＲＯＣ 404166 13:31 小西  宏 滋賀 大阪ＯＬＣ 

13:31 樽見 典明 愛知 三河ＯＬＣ 83129 13:32 林 恭一郎 福岡 博多ＯＬＣ 

13:33 西田 陽一 東京 ドーコンＪＣ  Ｍ３５Ａ    

      13:11 松橋 徳敏 愛知 つるまいＯＬＣ 408430

      13:12 小泉 辰喜 神奈川 東京ＯＬクラブ 409869

      13:13 大平 洋介 千葉 京葉ＯＬクラブ 

Ｍ２１Ａ         13:14 本間 信行 東京   

13:01 奥村 理也 京都 ＯＬＣ吉備路 408547  13:15 多田 茂紀 愛知 博多ＯＬＣ 

13:02 山下 友宏 秋田 秋田県協会 478447  13:16 町井  稔 山梨   483414

13:03 藤島 由宇 新潟 三条ＯＬＣ 82582  13:17 谷村 正樹 大阪 杉風会 76598

13:04 山口 拓也 静岡 札幌農学校   13:18 杉本 光正 東京 ＥＳ関東Ｃ 483406

13:05 山崎 貴幸 埼玉 川越ＯＬＣ   13:19 宮崎 敦司 愛知   79414

13:06 茅野 耕治 神奈川 ワンダラーズ 488353  13:20 谷垣 宣孝 兵庫 ＯＬＰ兵庫 406151

13:07 足立 辰彦 愛知 ＯＬＣルーパー 405384  13:21 西沢  敦 東京 東京ＯＬクラブ 76945

13:08 木村 洋介 愛知 大阪ＯＬＣ 487892  13:22 沖浦 徹二 大阪 大阪ＯＬＣ 404137

13:09 宮本 佳記 京都 京大ＯＬＣ 64191  13:23 小原 哲朗 島根 島根ＯＬＣ 

13:10 長友 志朗 長崎 長崎市協会   13:24 福田 雅秀 埼玉 川越ＯＬＣ 

13:11 大久保裕介 東京 ＥＳ関東Ｃ   13:25 木村 治雄 埼玉 入間市ＯＬＣ 407513

13:12 塩塚 勇樹 熊本 北虎会   13:26 半田 太郎 福岡 博多ＯＬＣ 

13:13 大西 康平 京都 ぞんび～ず 63905  13:27 阿部 慎一 愛知 ＯＬＣルーパー 76974

13:14 藤生 考志 東京 東京ＯＬクラブ 401576  13:28 関口 道広 埼玉 入間市ＯＬＣ 401517

13:15 小笠原 雄 京都 京大ＯＬＣ   13:29 城森 博幸 大阪 ＯＬＰ兵庫 407533
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13:30 国沢 五月 東京 トータス  13:04 今井 信親 東京 ワンダラーズ 479473

13:31 大林 俊彦 大阪 大阪ＯＬＣ 122293 13:05 岡野 英雄 愛知 愛知ＯＬＣ 

13:32 河合 利幸 大阪 ＯＬＣレオ  13:06 中山  勝 埼玉 春日部ＯＬＣ 

13:33 小野田 敦 京都 京都ＯＬＣ  13:07 伊東洋一郎 岡山 ＯＬＣ吉備路 479663

13:34 野沢 建央 大阪 大阪ＯＬＣ  13:08 高 橋  厚 神奈川 多摩ＯＬ 483410

13:35 砂田 達之 兵庫 ＯＬＰ兵庫  13:09 辻 村  修 大阪 コンターズ 

Ｍ５０Ａ        13:10 木下 晴司 熊本   

13:01 児玉  拓 東京 多摩ＯＬ  13:11 新 見  守 愛知 三河ＯＬＣ 76994

13:02 海老沢 正 埼玉 入間市ＯＬＣ 479632 13:12 井上 稔雄 埼玉 春日部ＯＬＣ 

13:03 鈴木 規弘 東京 多摩ＯＬ  13:13 永井  昇 愛知 三河ＯＬＣ 77005

13:04 田中  徹 千葉 京葉ＯＬクラブ 405371 13:14 宮田 敏雄 三重 松阪ＯＬＣ 71175

13:05 徳野 利幸 愛媛 愛媛県協会 408450 13:15 柴田 喜一 愛知 つるまいＯＬＣ 409786

13:06 久保井輝政 神奈川 サン・スーシ 404127 13:16 寺尾  孝 神奈川 横浜ＯＬＣ 128816

13:07 土屋 晴彦 愛知 愛知ＯＬＣ  13:17 小畑  睦 山口   

13:08 伊藤 好信 愛媛 愛媛県協会  13:18 若松 英雄 愛知 中京ＯＣ 

13:09 宮崎 幸隆 福岡 北九州ＯＬＣ  13:19 弘 中  進 山口 岩国ＯＬＣ 

13:10 渡辺 徹也 埼玉 入間市ＯＬＣ 401316 13:20 金井   一 群馬 高崎ＯＬＣ 409843

13:11 中原 信一 岡山 大阪ＯＬＣ 407521 Ｍ２０Ａ       

13:12 原 田  隆 福岡 博多ＯＬＣ  13:01 松矢將太郎 京都 京大ＯＬＣ 64175

13:13 佐藤 政明 愛知 大府市 403567 13:03 伴   毅 京都 京大ＯＬＣ   

13:14 永田  実 兵庫 ＯＬＰ兵庫  13:05 山下 智弘 京都 京大ＯＬＣ 64155

13:15 山本 博司 東京   408418  13:07 福田 雄希 京都 京大ＯＬＣ   

13:16 小八重善裕 三重 鈴亀ＯＬＣ 408427 13:09 渡辺 拓也 京都 京大ＯＬＣ   

13:17 大場 隆夫 神奈川 サン・スーシ 478417         

13:18 豊島奈良彦 兵庫 ＯＬＰ兵庫        

13:19 鈴木 健夫 千葉 京葉ＯＬクラブ          

13:20 五十嵐則仁 神奈川 横浜ＯＬクラブ 409793        

13:21 尾上 秀雄 東京 サン・スーシ 404928  Ｍ１２       

13:22 満島 洋一 熊本    13:32 国 沢  楽 東京 トータス 

13:23 伊藤 哲夫 三重 松阪ＯＬＣ 408461   13:37 国 沢  琉 東京 トータス 

13:24 宮内  祐 愛媛 愛媛県Ｏ協会  ＭＢ       

13:25 田代 弘幸 神奈川 サン・スーシ  13:33 土屋  武 愛知 愛知ＯＬＣ 

13:26 荻田 育徳 栃木 ＯＣΔ下野 401591  13:34 世良  清 三重 三重大学 

13:27 伊藤 誠厚 三重 三重県庁ＯＬＣ 408451  13:35 湯浅日出雄 岡山 ＯＬＣ吉備路 

Ｍ６５Ａ        13:36 清住 英昭 福岡   

13:01 石田 亘宏 愛知 愛知ＯＬＣ 401471       

13:02 尾上 俊雄 茨城 ＯＬＰ兵庫 483419       

13:03 上野山禎造 茨城 ときわ走林会 404787       
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ＷＥ         Ｎ        

13:10 高野 由紀 埼玉 東京ＯＬクラブ 408515  13:30 今 津  朗 福岡   

13:12 酒井 佳子 青森 Team Ski－O 404971  13:31 柴田洋一郎 福岡   

13:14 井手恵理子 京都 朱雀ＯＫ 64158  13:32 山口真由美 長崎   

13:16 皆川美紀子 埼玉 みちの会 66123  13:33 川添ミキ子 長崎   

13:18 加納 尚子 三重 朱雀ＯＫ 483354  13:34 清水 瑞月 広島 広島ＯＬＣ 

13:20 千葉  妙 茨城 ときわ走林会  13:35 清水 柚希 広島 広島ＯＬＣ 

13:22 関谷麻里絵 滋賀 京大ＯＬＣ 64200  13:36 宮崎利津子 福岡   

13:24 渡辺 円香 神奈川 ＥＳ関東Ｃ 77045  13:37 野中すばる 長崎 桜町ＯＬＣ 

13:26 花木 睦子 東京 えびすで走る会 405066  13:38 川 端  勲 山口   

13:28 志村 直子 東京 渋谷で走る会 63893       

13:30 森澤 寿里 大阪 ぞんび～ず      

13:32 朴峠 周子 茨城 ときわ走林会 407505       

Ｗ２１Ａ             

13:36 高橋 美和 東京         

13:37 松本知佐子 大阪 朱雀ＯＫ 83038       

13:38 片山 保子 大阪 ＯＬＣふるはうす       

13:39 大平 峰子 熊本 博多ＯＬＣ       

13:40 清谷 千鶴 神奈川 横浜ＯＬクラブ 408458       

13:41 青柳 紀子 大阪 ＯＬＣふるはうす       

13:42 半田 博子 福岡 博多ＯＬＣ       

Ｗ３５Ａ             

13:28 渡辺加与美 埼玉 入間市ＯＬＣ 401448      

13:29 村越 久子 静岡 静岡ＯＬＣ 483347       

13:30 佐久間千恵子 福岡 博多ＯＬＣ       

13:31 杉本 真木 東京 ＥＳ関東Ｃ 483405       

Ｗ５０Ａ             

13:21 今井  栄 東京 ワンダラーズ 408466      

13:22 吉岡 康子 岡山 ＯＬＣ吉備路       

13:23 高橋 明美 神奈川         

13:24 石田美代子 愛知 愛知ＯＬＣ 409788       

13:25 寺尾美智子 神奈川 横浜ＯＬＣ 128815       

13:26 辻村 紀子 大阪 コンターズ       

13:27 山本 陽子 東京   408454       

13:28 若松リツ子 愛知         

13:29 大場 節子 神奈川 サン・スーシ 488155       

ＷＢ              

13:38 松本満里子 長崎         
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ミドル スタートリスト 

ＭＥ        9:51 吉田  勉 東京 みちの会 

9:31 名児耶敏也 広島 広島ＯＬＣ 116316  9:52 海老 成直 大阪 上尾ＯＬＣ 64157

9:33 水嶋 孝久 埼玉 入間市ＯＬＣ 483424  9:53 大久保裕介 東京 ＥＳ関東Ｃ 

9:35 山本 賀彦 岡山 ＯＬＰ兵庫 483429  9:54 荒井 正敏 東京 多摩ＯＬ 409832

9:37 小山 温史 東京 トータス 63997  9:55 藤井 範久 茨城 つくばＲＯＣ 404166

9:39 新  隆徳 埼玉 入間市ＯＬＣ 77024  9:56 西脇 正展 神奈川 Ｎの会 483351

9:41 番場 洋子 神奈川 ぞんび～ず 408434  9:57 西田 陽一 東京 ドーコンＪＣ 

9:43 山本 真司 東京 ＥＳ関東Ｃ 488193  9:58 足立 辰彦 愛知 ＯＬＣルーパー 405384

9:45 樽見 典明 愛知 三河ＯＬＣ 83129  9:59 清水 尊司 広島 広島ＯＬＣ 407255

9:47 源後 知行 東京 ぞんび～ず 407268  10:00 市脇 翔平 京都 京大ＯＬＣ 64176

9:49 加藤 弘之 神奈川 ＥＳ関東Ｃ 38798  10:01 広江 淳良 東京 ＥＳ関東Ｃ 483415

9:51 松本 康浩 大阪 大阪ＯＬＣ 409849  10:02 宮城島俊太 埼玉 みちの会 76917

9:53 小暮喜代志 神奈川 ＥＳ関東Ｃ 76925  10:03 山下 友宏 秋田 秋田県協会 478447

9:55 小泉 成行 千葉 ときわ走林会 401887  Ｍ３５Ａ       

9:57 鈴木 陽介 愛知 ぞんび～ず 92756  9:31 吉村 年史 福岡 北九州ＯＬＣ 401654

9:59 池  陽平 愛知 ＯＬＣルーパー 76982  9:32 沖浦 徹二 大阪 大阪ＯＬＣ 404137

10:01 松澤 俊行 愛知 三河ＯＬＣ 400810  9:33 木村 治雄 埼玉 入間市ＯＬＣ 407513

Ｍ２１Ａ        9:34 小泉 辰喜 神奈川 東京ＯＬクラブ 409869

9:31 岩倉  毅 兵庫 ＯＬＰ兵庫 134719  9:35 野沢 建央 大阪 大阪ＯＬＣ 

9:32 宮本 佳記 京都 京大ＯＬＣ 64191   9:36 谷村 正樹 大阪 杉風会 76598

9:33 美藤 陽一 広島 広島ＯＬＣ 406383   9:37 町井  稔 山梨   483414

9:34 木村 洋介 愛知 大阪ＯＬＣ 487892   9:38 宮崎 敦司 愛知   79414

9:35 奥村 理也 京都 ＯＬＣ吉備路 408547   9:39 河合 利幸 大阪 ＯＬＣレオ 

9:36 山口 拓也 静岡 札幌農学校   9:40 西沢  敦 東京 東京ＯＬクラブ 76945

9:37 塩塚 勇樹 熊本 北虎会   9:41 大平 洋介 千葉 京葉ＯＬクラブ

9:38 赤池 勝哉 東京 かすいち倶楽部   9:42 福田 雅秀 埼玉 川越ＯＬＣ 

9:39 藤島 由宇 新潟 三条ＯＬＣ 82582   9:43 本間 信行 東京   

9:40 石澤 俊崇 福岡 トータス 405666   9:44 国沢 五月 東京 トータス 

9:41 藤生 考志 東京 東京ＯＬクラブ 401576   9:45 松橋 徳敏 愛知 つるまいＯＬＣ 408430

9:42 荻田 博文 岡山 ＯＬＣ吉備路   9:46 谷垣 宣孝 兵庫 ＯＬＰ兵庫 406151

9:43 丸藤  純 宮城 航走の会 77016   9:47 関口 道広 埼玉 入間市ＯＬＣ 401517

9:44 茅野 耕治 神奈川 ワンダラーズ 488353   9:48 小原 哲朗 島根 島根ＯＬＣ 

9:45 山崎 貴幸 埼玉 川越ＯＬＣ   9:49 砂田 達之 兵庫 ＯＬＰ兵庫 

9:46 大西 康平 京都 ぞんび～ず 63905   9:50 小野田 敦 京都 京都ＯＬＣ 

9:47 八神 遥介 大阪 チームインリン   9:51 杉本 光正 東京 ＥＳ関東Ｃ 483406

9:48 長友 志朗 長崎 長崎市協会   9:52 城森 博幸 大阪 ＯＬＰ兵庫 407533

9:49 小西  宏 滋賀 大阪ＯＬＣ   9:53 大林 俊彦 大阪 大阪ＯＬＣ 122293

9:50 小笠原 雄 京都 京大ＯＬＣ     9:54 阿部 慎一 愛知 ＯＬＣルーパー 76974
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Ｍ５０Ａ          9:42 小畑  睦 山口   

9:31 児玉  拓 東京 多摩ＯＬ   9:43 今留 康雄 大分 北九州ＯＬＣ 

9:32 佐藤 政明 愛知 大府市 403567   9:44 石田 亘宏 愛知 愛知ＯＬＣ 401471

9:33 土屋 晴彦 愛知 愛知ＯＬＣ   9:45 弘 中  進 山口 岩国ＯＬＣ 

9:34 伊藤 好信 愛媛 愛媛県協会   9:46 吉村 芳孝 福岡 北九州ＯＬＣ 

9:35 永田  実 兵庫 ＯＬＰ兵庫   9:47 岡野 英雄 愛知 愛知ＯＬＣ 

9:36 山口 征矢 埼玉 川口ＯＬＣ   9:48 今井 信親 東京 ワンダラーズ 479473

9:37 徳野 利幸 愛媛 愛媛県協会 408450   9:49 若松 英雄 愛知 中京ＯＣ 

9:38 豊島奈良彦 兵庫 ＯＬＰ兵庫   9:50 伊東洋一郎 岡山 ＯＬＣ吉備路 479663

9:39 山本 博司 東京   408418   9:51 金井  一 群馬 高崎ＯＬＣ 409843

9:40 小八重善裕 三重 鈴亀ＯＬＣ 408427   9:52 尾上 俊雄 茨城 ＯＬＰ兵庫 483419

9:41 伊藤 誠厚 三重 三重県庁ＯＬＣ 408451   9:53 上野山禎造 茨城 ときわ走林会 404787

9:42 大場 隆夫 神奈川 サン・スーシ 478417   9:54 吉田 稔道 福岡 北九州ＯＬＣ 

9:43 渡辺 徹也 埼玉 入間市ＯＬＣ 401316   Ｍ２０Ａ        

9:44 鈴木 健夫 千葉 京葉ＯＬクラブ   9:31 伴   毅 京都 京大ＯＬＣ   

9:45 尾上 秀雄 東京 サン・スーシ 404928   9:34 山下 智弘 京都 京大ＯＬＣ 64155

9:46 海老沢 正 埼玉 入間市ＯＬＣ 479632   9:37 福田 雄希 京都 京大ＯＬＣ   

9:47 宮崎 幸隆 福岡 北九州ＯＬＣ   9:40 渡辺 拓也 京都 京大ＯＬＣ   

9:48 五十嵐則仁 神奈川 横浜ＯＬクラブ 409793   9:43 松矢將太郎 京都 京大ＯＬＣ 64175

9:49 満島 洋一 熊本     Ｍ１２        

9:50 伊藤 哲夫 三重 松阪ＯＬＣ 408461   9:31 国 沢  楽 東京 トータス 

9:51 中原 信一 岡山 大阪ＯＬＣ 407521   9:41 国 沢  琉 東京 トータス 

9:52 鈴木 規弘 東京 多摩ＯＬ   ＭＢ        

9:53 久保井輝政 神奈川 サン・スーシ 404127   9:32 世良  清 三重 三重大学 

9:54 古津 和夫 滋賀 京都ＯＬＣ   9:35 湯浅日出雄 岡山 ＯＬＣ吉備路 

9:55 荻田 育徳 栃木 ＯＣΔ下野 401591   9:38 清住 英昭 福岡   

9:56 田代 弘幸 神奈川 サン・スーシ   9:41 土屋  武 愛知 愛知ＯＬＣ 

9:57 宮内  祐 愛媛 愛媛県Ｏ協会   ＷＥ        

Ｍ６５Ａ          9:32 関谷麻里絵 滋賀 京大ＯＬＣ 64200

9:31 新 見  守 愛知 三河ＯＬＣ 76994   9:34 森澤 寿里 大阪 ぞんび～ず 

9:32 高 橋  厚 神奈川 多摩ＯＬ 483410   9:36 花木 睦子 東京 えびすで走る会 405066

9:33 中山   勝 埼玉 春日部ＯＬＣ   9:38 千葉  妙 茨城 ときわ走林会 

9:34 永井  昇 愛知 三河ＯＬＣ 77005   9:40 井手恵理子 京都 朱雀ＯＫ 64158

9:35 木下 晴司 熊本     9:42 志村 直子 東京 渋谷で走る会 63893

9:36 辻村   修 大阪 コンターズ   9:44 高野 由紀 埼玉 東京ＯＬクラブ 408515

9:37 井上 稔雄 埼玉 春日部ＯＬＣ   9:46 朴峠 周子 茨城 ときわ走林会 407505

9:38 田中  博 埼玉 入間市ＯＬＣ 401266   9:48 皆川美紀子 埼玉 みちの会 66123

9:39 宮田 敏雄 三重 松阪ＯＬＣ 71175   9:50 加納 尚子 三重 朱雀ＯＫ 483354

9:40 柴田 喜一 愛知 つるまいＯＬＣ 409786   9:52 酒井 佳子 青森 Team Ski－O 404971

9:41 寺尾  孝 神奈川 横浜ＯＬＣ 128816   9:54 渡辺 円香 神奈川 ＥＳ関東Ｃ 77045
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Ｗ２１Ａ        

9:56 松本知佐子 大阪 朱雀ＯＫ 83038

9:57 片山 保子 大阪 ＯＬＣふるはうす

9:58 清谷 千鶴 神奈川 横浜ＯＬクラブ 408458

9:59 高橋 美和 東京   

10:00 青柳 紀子 大阪 ＯＬＣふるはうす

Ｗ３５Ａ        

9:59 渡辺加与美 埼玉 入間市ＯＬＣ 401448

10:00 杉本 真木 東京 ＥＳ関東Ｃ 483405

10:01 村越 久子 静岡 静岡ＯＬＣ 483347

Ｗ５０Ａ        

9:56 石田美代子 愛知 愛知ＯＬＣ 409788

9:57 高橋 明美 神奈川   

9:58 寺尾美智子 神奈川 横浜ＯＬＣ 128815

9:59 今井  栄 東京 ワンダラーズ 408466

10:00 辻村 紀子 大阪 コンターズ 

10:01 山本 陽子 東京   408454

10:02 若松リツ子 愛知   

10:03 大場 節子 神奈川 サン・スーシ 488155

10:04 吉岡 康子 岡山 ＯＬＣ吉備路 
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   トレイルＯ スタートリスト    

Ａクラス         

14:00:00 木島 英登 大阪   14:19:00 茅野  耕治 神奈川 ワンダラーズ 

14:00:30 高村  卓 埼玉 上尾ＯＬＣ 14:19:30 久保井輝政 神奈川 サン・スーシ 

14:01:00 松川 清一 千葉   14:20:00 松澤  俊行 愛知 三河ＯＬＣ 

14:01:30      14:20:30      

14:02:00 山口 征矢 埼玉 川口ＯＬＣ 14:21:00 杉本  光正 東京 ＥＳ関東Ｃ 

14:02:30 奥村 理也 京都 ＯＬＣ吉備路 14:21:30 足立  辰彦 愛知 ＯＬＣルーパー

14:03:00 蓮本 勇樹 長崎 長崎県協会 14:22:00 今井    栄 東京 ワンダラーズ 

14:03:30 山下 友宏 秋田 秋田県協会 14:22:30 福田  雄希 京都 京大ＯＬＣ 

14:04:00 鈴木 陽介 愛知 ぞんび～ず 14:23:00 宮崎  敦司 愛知   

14:04:30 伴      毅 京都 京大ＯＬＣ 14:23:30 松本  康浩 大阪 大阪ＯＬＣ 

14:05:00      14:24:00      

14:05:30 児玉    拓 東京 多摩ＯＬ 14:24:30 中山  勝 埼玉 春日部ＯＬＣ 

14:06:00 藤島  由宇 新潟 三条ＯＬＣ 14:25:00 水嶋  孝久 埼玉 入間市ＯＬＣ 

14:06:30 柏木  政樹 長崎 長崎県協会 14:25:30 吉岡  康子 岡山 ＯＬＣ吉備路 

14:07:00 尾上  俊雄 茨城 ＯＬＰ兵庫 14:26:00 町井  稔 山梨   

14:07:30 鈴木  規弘 東京 多摩ＯＬ 14:26:30 谷垣  宣孝 兵庫 ＯＬＰ兵庫 

14:08:00 松橋  徳敏 愛知 つるまいＯＬＣ 14:27:00 土屋  晴彦 愛知 愛知ＯＬＣ 

14:08:30      14:27:30      

14:09:00 小泉  辰喜 神奈川 東京ＯＬクラブ 14:28:00 伊藤  好信 愛媛 愛媛県協会 

14:09:30 海老沢  正 埼玉 入間市ＯＬＣ 14:28:30 西沢    敦 東京 東京ＯＬクラブ

14:10:00 三田村千昭 長崎 長崎県協会 14:29:00 伊東洋一郎 岡山 ＯＬＣ吉備路 

14:10:30 大平  洋介 千葉 京葉ＯＬクラブ 14:29:30 木村  洋介 愛知 大阪ＯＬＣ 

14:11:00 松矢將太郎 京都 京大ＯＬＣ 14:30:00 渡辺加与美 埼玉 入間市ＯＬＣ 

14:11:30 石田  亘宏 愛知 愛知ＯＬＣ 14:30:30 宮本  佳記 京都 京大ＯＬＣ 

14:12:00      14:31:00      

14:12:30 山口  拓也 静岡 札幌農学校 14:31:30 宮崎  幸隆 福岡 北九州ＯＬＣ 

14:13:00 上野山禎造 茨城 ときわ走林会 14:32:00 長友  志朗 長崎 長崎市協会 

14:13:30 宇田   睦 長崎 長崎県協会 14:32:30 渡辺  徹也 埼玉 入間市ＯＬＣ 

14:14:00 本間  信行 東京   14:33:00 大久保裕介 東京 ＥＳ関東Ｃ 

14:14:30 田中  徹 千葉 京葉ＯＬクラブ 14:33:30 沖浦  徹二 大阪 大阪ＯＬＣ 

14:15:00 今井  信親 東京 ワンダラーズ 14:34:00 塩塚  勇樹 熊本 北虎会 

14:15:30 多田  茂紀 愛知 博多ＯＬＣ 14:34:30      

14:16:00 徳野  利幸 愛媛 愛媛県協会 14:35:00 高橋    厚 神奈川 多摩ＯＬ 

14:16:30 山崎  貴幸 埼玉 川越ＯＬＣ 14:35:30 高橋  明美 神奈川   

14:17:00      14:36:00 大西  康平 京都 ぞんびーず 

14:17:30 谷村  正樹 大阪 杉風会 14:36:30 藤生  考志 東京 東京ＯＬクラブ

14:18:00 岡野  英雄 愛知 愛知ＯＬＣ 14:37:00 中原  信一 岡山 大阪ＯＬＣ 

14:18:30 山下  智弘 京都 京大ＯＬＣ 14:37:30 小笠原  雄 京都 京大ＯＬＣ 
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14:38:00         

14:38:30 小原  哲朗 島根 島根ＯＬＣ     

14:39:00 荒井  正敏 東京 多摩ＯＬ     

14:39:30 福田  雅秀 埼玉 川越ＯＬＣ       

14:40:00 木村  治雄 埼玉 入間市ＯＬＣ      

14:40:30 荻田  博文 岡山 ＯＬＣ吉備路       

14:41:00 辻村    修 大阪 コンターズ     

14:41:30          

14:42:00 高橋  美和 東京   

14:42:30 木下  晴司 熊本   

14:43:00      

        

   

Ｃクラス      

14:43:30 土屋    武 愛知 愛知ＯＬＣ 

14:44:00 宮崎利津子 福岡   
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