
2012年度愛知県オリエン

テーリング選手権大会

報告書
（兼 全日本リレーオリエンテーリング選手権選手選考会）

開催日 ２０１２年（平成24年）８月２６日(日)

場 所 新城市菅守多目的施設（愛知県新城市）

主催：（特非）愛知県オリエンテーリング協会

後援：愛知県教育委員会 新城市教育委員会 （財）愛知県体育協会

お礼

皆様、愛知県選手権にご参加をいただき誠にありがとうございました。

これまで、努力されてきた方々のお蔭で、ここまで大会として成長することができました。

また、大会に参加いただきました多くの方々、スタッフの皆様にお礼申し上げます。

この大会は、全日本リレーの選考会を兼ねておりますが、それにとどまらず、愛知県の競技レベ

ルを向上させるべく、練習会などを取り入れております。

また、今年も、静岡の皆様をはじめ、県外からも多くの皆様にご参加をいただきました。

今後も、愛知県チャンピオンを決めるにふさわしい大会を目指し、また競技者が集い、切磋琢磨

できる場を目指して努力を重ねていきたいと思います。

最後になりましたが、菅沼小学校をはじめご協力をいただきました地域の皆様方へ感謝申し上

げます。

会長 新帯 亮



成 績

愛知県選手権
男子 細川知希（名古屋大学）
女子 落合志保子（OLクラブルーパー）

1 三浦 一将 0:59:31 東海中学校

1 種市 雅也 0:37:05 東海高校
2 角田 貴大 0:38:36 東海高校
3 二村 真司 0:39:35 東海高校
4 稲森 剛 0:41:26 東海高校
5 平原 誉士 0:42:19 東海高校
6 大久保 雄真 0:43:25 東海高校
7 清水 虎太郎 0:46:22 東海高校
8 光川 凌 0:47:23 東海高校
9 長谷川 望 0:54:40 東海高校

10 澤田 陸 0:58:29 東海高校
11 澤田 潤 0:59:56 東海高校

1 細川 知希 0:32:57 名古屋大学
2 前田 悠作 0:34:52 名古屋大学
3 渡仲 祥太 0:36:13 名古屋大学
4 宮西 優太郎 0:37:05 東北大OLC
5 堀田 遼 0:37:13 東京大学
6 深田 恒 0:37:45 東大OLK
7 牧 宏優 0:38:45 名古屋大学
8 嶋岡 雅浩 0:40:14 名古屋大学
9 穂崎 康良 0:46:32 名古屋大学

10 新谷 国隆 0:47:15 名古屋大学
11 堀江 悟 0:48:55 名古屋大学
12 堀 滉司 0:56:09 名古屋大学
13 宗本 健太郎 0:59:12 名古屋大学
14 山本 匡毅 1:00:19 名古屋大学
15 向嶋 宏記 1:01:09 名古屋大学
16 山口 雅弘 1:14:33 名古屋大学
17 林 千尋 1:20:29 名古屋大学
18 榊原 健太 1:40:33 名古屋大学

小林 祐太 失格 名古屋大学

1 松井 健哉 0:34:22 ＯＬＣルーパー
2 谷川 友太 0:37:01 片塾
3 菅谷 裕志 0:38:43 PAL's
4 南部 三王 0:39:02 OLC珈琲
5 三善 研吾 0:42:29 名古屋大学
6 山川 雅也 0:43:19 ＯＬＣルーパー
7 大村 拓磨 0:45:33 名古屋大学
8 安形 俊太郎 0:49:37 三河ＯＬＣ
9 古澤 誠実朗 0:57:55 ＯＬＣルーパー

男子15歳以下 ＭＪＨ - 3.5km ↑200m

男子16歳～18歳 ＭＨ - 3.5km ↑200m

男子19歳～22歳 ＭＵ - 3.5km ↑200m

男子23歳～34歳 ＭＡ - 3.5km ↑200m



1 山口 尚宏 0:43:51 ＯＬＣルーパー
2 瀬口 洋治 0:45:11 ＯＬＣルーパー
3 大野 聡生 0:52:27 東海中学校
4 棚橋 是之 1:01:51 つるまいＯＬＣ
5 小林 亜紀夫 1:03:15 つるまいＯＬＣ
6 谷山 嘉一 1:16:21 ＯＰＣ４３
7 加藤 以千弘 1:33:37 岡崎市

1 新家 秀男 0:52:22 中京OC
2 角岡 明 0:52:40 三河ＯＬＣ
3 宮崎 敦司 0:53:41
4 尾和 薫 0:57:44 三河ＯＬＣ
5 内藤 ヒロオ 0:59:35 三河ＯＬＣ
6 小川 和之 1:00:35 つるまいＯＬＣ
7 松橋 徳敏 1:03:04 つるまいＯＬＣ
8 船戸 温郎 1:22:19 愛知ＯＬＣ
9 水野 弘章 1:46:08

1 佐藤 政明 1:12:29
2 小幡 昭次 1:15:54 三河ＯＬＣ
3 岡野 英雄 1:20:30 愛知ＯＬＣ
4 新見 守 1:22:20 三河ＯＬＣ
5 白井 啓 1:22:50 ＯＬＣほのくに
6 石田 亘宏 1:26:58 愛知ＯＬＣ
7 柴田 喜一 2:26:52 つるまいＯＬＣ

高橋 正彦 失格 ＯＬＣほのくに

1 星 美沙 0:47:40 椙山女学園大学
2 中村 由紀子 0:54:45 椙山女学園大学
3 小島 優 1:10:06 椙山女学園大学
4 松井 恵理子 1:28:26 名古屋大学
5 野田 明里 1:29:03 椙山女学園大学
6 神谷 玲花 1:35:43 椙山女学園大学
7 守屋 舞香 1:42:43 椙山女学園大学
8 吉田 あかり 1:58:18 椙山女学園大学
9 藤 未加子 1:58:21 椙山女学園大学

10 渡辺 菜央美 2:10:45 名古屋大学
11 小島 菜帆 2:12:26 椙山女学園大学

佐藤 あかね DISQ 椙山女学園大学

1 水野 日香里 0:50:04 ＯＬＣルーパー

1 落合 志保子 0:43:18 ＯＬＣルーパー

1 三井 由美 1:20:52 三河ＯＬＣ
2 長瀬 朋子 1:50:13 つるまいＯＬＣ
3 石田 美代子 2:02:37 愛知ＯＬＣ

男子65歳以上 ＭＳＶ - 3.5km ↑200m

女子19歳～22歳 ＷＵ - 3.5km ↑200m

女子23歳～34歳 ＷＡ - 3.5km ↑200m

女子35歳～49歳 ＷＳ - 3.5km ↑200m

女子50歳以上 ＷＶ - 3.5km ↑200m

男子50歳～64歳 ＭＶ - 3.5km ↑200m

男子35歳～49歳 ＭＳ - 3.5km ↑200m



一般

1 小泉 成行 0:29:42 O-Support
2 長縄 知晃 0:31:54
3 和久田 好秀 0:36:56 静岡ＯＬＣ
4 田濃 邦彦 0:37:18 静岡ＯＬＣ
5 辻 晃 0:41:52 金大OB
6 纓坂 尚 0:43:31 サン・スーシ
6 谷口 彰登 0:43:31 鳩の会東海支部
8 内藤 愉孝 0:46:04 浜松ＯＬＣ
9 田代 雅之 0:47:26 静岡ＯＬＣ

10 北條 洋樹 0:48:01 静岡大学
11 鈴木 正文 0:48:20 浜松OLC
12 大林 俊彦 0:49:30 大阪ＯＬＣ
13 岩本 拓巳 0:49:45 KOLC
14 永松 敦 0:50:51 浜松ＯＬＣ
15 中島 克行 0:51:08 静岡ＯＬＣ
16 中島 嘉久 0:51:10 静岡ＯＬＣ
17 田畑 清士 0:55:25 静岡ＯＬＣ
18 滝 正晴 0:55:46 静岡ＯＬＣ
19 山下 恵右 0:56:04 静岡大学
20 山口 拓也 0:56:24 浜松ＯＬＣ
21 石川 奨 0:57:27 静岡大学
22 丹羽 将隆 0:57:53 浜松ＯＬＣ
23 藤森 祐耶 0:58:02
24 横田 勇輝 0:59:24 金大OB
25 高野 純一 0:59:47 静岡ＯＬＣ
26 谷村 正樹 1:01:59 杉風会
27 大野 隆久 1:02:01 浜松ＯＬＣ
28 宮内 貴規 1:02:13 静大OLC
29 鹿野 勘次 1:05:43 岐阜ＯＬＣ
30 高島 拓也 1:06:18 金大OB
31 尾崎 健士 1:07:35 鳩の会東海支部
32 馬場 泰光 1:08:07 静岡大学
33 浦川 海尋 1:09:30 KOLC
34 園田 一樹 1:11:12 静岡大学
35 小橋 至 1:12:32 浜松ＯＬＣ
36 赤井 秀和 1:13:09 静岡ＯＬＣ
37 大沢 良太 1:17:53 静岡大学OLC
38 中村 和宏 1:19:50 静岡ＯＬＣ
39 高田 広彦 1:20:36
40 堀本 洋 1:33:33 静岡ＯＬＣ
41 戸田 篤希 1:56:43 静岡大学

1 大河内 恵美 0:44:28 KOLC
2 若山 亜美里 0:57:38 静岡ＯＬＣ
3 山口 絵梨香 1:20:56 浜松ＯＬＣ
4 堀本 睦 1:22:42 静岡ＯＬＣ

1 藤浦 圭一 0:45:56 KOLC
2 本山 翔太 1:01:18 KOLC
3 土屋 武 1:33:56 愛知OLC

男子 ＭＯ - 3.5km ↑200m

女子 ＷＯ - 3.5km ↑200m

中級 Ｂ - 2.4km ↑120m



運営役員（専任）
新帯 亮 稲葉英雄 土屋晴彦 桑山実 棚橋是之 小野盛光 杉森憲文

コース設定 松澤俊行

写真はすべて上林弘敏さん撮影SIシステム指導　大場隆夫（サン・スーシ）

写真はすべて上林弘敏さん撮影

赤地祐彦


