
2012年度愛知県民

オリエンテーリング大会

報告書

開催日 ２０１２年（平成24年）５月13日(日)
場 所 愛知こどもの国（愛知県西尾市）

主催：（特非）愛知県オリエンテーリング協会

共催：中日新聞社

後援：愛知県教育委員会 西尾市教育委員会 （財）愛知公園協会

東海地区オリエンテーリングクラブ連絡協議会

東海学生オリエンテーリング連盟

主管：三河オリエンテーリングクラブ

オリエンテーリングクラブほのくに

岡崎オリエンテーリング協会

協賛：森永乳業株式会社

お礼

5月らしいよい天気に恵まれ、県の内外から多数の方に参加をいただき、

ありがとうございました。愛知こどもの国でコントロールをめざし駆け

巡っていただき、有意義な競技ができたのではと思います。

愛知県オリエンテーリング協会は、本年10月21日(日）に愛知スポレクの

１種目として愛・地球博記念公園でオリエンテーリング大会を開催します。

ぜひこちらにも参加をお待ちしています。

最後に、この大会開催にあたり愛知公園協会、中日新聞社をはじめ多く

のみなさまにご支援・ご協力をいただき、主管していただいた各団体には、

準備段階から熱心に取り組んでいただきましたことを感謝申し上げます。

愛知県オリエンテーリング協会 会長 小野盛光



成　　　　　績

1 松澤 俊行 0:56:00 静岡OLC
2 渡仲 祥太 1:01:29 名大OLC
3 谷川 友太 1:02:37 片塾
4 前田 悠作 1:04:14 名大OLC
5 牧 宏優 1:06:23 名大OLC
6 小暮 喜代志 1:08:13 ES関東C
7 堀江 悟 1:11:51 名大OLC
8 谷口 彰登 1:13:05 鳩の会東海支部
9 嶋岡 雅浩 1:15:00 名大OLC

10 山口 尚宏 1:15:53 OLCルーパー
11 荒明 遼一 1:20:53 名大OLC
12 向嶋 宏記 1:25:29 名大OLC
13 大村 拓磨 1:30:23 名大OLC
14 安形 俊太郎 1:34:00 三河OLC
15 鈴木 豪仁 1:36:49 名大OLC
16 山本 匡毅 1:38:30 名大OLC
17 足立 良富 1:42:00 不由径
18 中澤 寛典 1:43:55 名大OLC
19 松山 聡史 1:45:54 名大OLC

赤地 祐彦 失格（2:00:39） OLCルーパー
尾崎 誠 失格（2:10:01） まめこ隊
松井 健哉 失格 OLCルーパー
田中 公悟 失格 マッパ
小野田 剛太 失格 OLCルーパー
中野 良紀 失格 NCFD
橋本薫槻 不出場 名大OLC
平野大輔 不出場 名大OLC
仲田貴幸 不出場

ＭＡ - 6.2km ↑380m　　　　出場25名

1 鳥羽 都子 1:10:54 OLCルーパー
2 小玉 千晴 1:12:50 OLCルーパー
3 三井 由美 1:25:54 三河OLC
4 小島 優 1:33:06 椙山女学園大学
5 松井 恵理子 1:42:03 名大OLC
6 吉田 あかり 1:43:30 椙山女学園大学

梅村 圭 失格（2:06:27） NCFD
小林 和可奈 失格（2:08:25） NCFD

1 福田 雅秀 0:51:01 川越OLC
2 宮崎 敦司 0:54:16
3 上田 浩嗣 0:55:52 TeamHeartGolds
4 池田 俊彦 0:57:17 つるまいOLC
5 大野 聡生 0:58:54 東海中学校
6 棚橋 是之 1:02:38 つるまいOLC
7 大林 俊彦 1:07:26 大阪OLC
8 瀬口 洋治 1:14:47 OLCルーパー
9 近藤 昌 1:32:14

10 大照 明徳 1:41:08

1 堀本 睦 0:53:47 静岡OLC

ＷＡ - 4.8km ↑250m　　　　出場8名

Ｍ３５ - 4.8km ↑250m　　　　出場10名

Ｗ３５ - 3.2km ↑125m　　　　出場1名



1 阿部 昌隆 0:32:05 東京OLクラブ
2 鹿野 勘次 0:33:40 岐阜OLC
3 新家 秀男 0:33:41 中京OC
4 野田 良雄 0:36:11 中京OC
5 牧ケ野 敏明 0:36:54 岐阜OLC
6 青木 健司 0:37:19
7 倉田　泰之 0:37:24
8 内藤 ヒロオ 0:37:46 三河OLC
9 宮林 修 0:42:12 松阪OLC

10 大原 一由 0:43:31 中京OC
11 関野 賢二 0:44:13 ytc
12 高田 広彦 0:44:23
13 土屋 晴彦 0:44:44 愛知OLC
14 船戸 温郎 0:46:38 愛知OLC
15 堀本 洋 0:50:34 静岡OLC
16 葛谷 啓司 0:52:56
17 水野 元夫 0:54:27 浜松OLC

水野 弘章 失格 東海東京RC
小川和之 不出場 つるまいOLC

1 長瀬 朋子 0:42:04 つるまいOLC
2 鈴木 幸子 0:42:20 ファミリーOLC

1 粟野 義明 0:37:47 愛知OLC
2 佐藤 政明 0:46:09 大府市
3 前田 春正 0:46:43 KOLA

Ｗ５０ - 2.4km ↑75m　　　　出場2名

Ｍ６５ - 3.2km ↑125m　　　　出場13名

Ｍ５０ - 3.2km ↑125m　　　　出場18名

3 前田 春正 0:46:43 KOLA
4 小川 晃弘 0:48:51 ファミリーOLC
5 村橋 和彦 0:49:09 KOLA
6 石田 亘宏 0:50:39 愛知OLC
7 今井 信親 0:51:55 ワンダラーズ
8 白井 啓 0:55:03 OLCほのくに
9 宮田 敏雄 0:57:10 松阪OLC

10 大場 隆夫 0:58:23 サン・スーシ
11 岡野 英雄 0:58:53 愛知OLC
12 木村 攻 1:10:43 愛知OLC
13 木村 厚 1:26:52 愛知OLC

1 石田 美代子 0:44:31 愛知OLC

1 種市 雅也 0:43:35 東海高校
2 長谷川 望 0:44:54 東海高校
3 角田 貴大 0:45:34 東海高校
4 大久保 雄真 0:49:29 東海高校
5 稲森 剛 0:49:56 東海高校
6 平原 誉士 0:52:26 東海高校
7 二村 真司 0:53:41 東海高校
8 澤田 陸 0:54:17 東海高校
9 岡田 拓朗 0:57:43 東海高校

10 清水 虎太郎 0:57:59 東海高校
11 本田 涼磨 1:03:45 東海高校
12 飯沼 宥光 1:07:55 東海高校
13 浅井 健杜 1:12:17 東海高校
14 牧ケ野 智央 1:55:36 岐阜OLC

米本 昌平 失格 東海高校
伊藤 正貴 失格 東海高校

Ｗ６５ - 2.4km ↑75m　　　　出場1名

Ｍ１８ - 4.8km ↑250m　　　　出場18名

米本 昌平 失格 東海高校
伊藤 正貴 失格 東海高校



光川 凌 失格 東海高校
澤田 潤 失格 東海高校
竹本 拓 不出場 東海高校

1 遠山 諒太郎 0:29:34 東海中学校
2 三浦 一将 0:30:19 東海中学校
3 岡田 淳之 0:32:24 東海中学校
4 天野 裕貴 0:33:29 東海中学校
5 松田 悠太郎 0:33:54 東海中学校
6 椎名 晃丈 0:37:01 東海中学校
7 和佐田 祥太朗 0:39:43 東海中学校
8 後藤 弘行 0:39:50 東海中学校
9 上田 皓一郎 0:40:16 TeamHeartGolds

10 熊田 悠人 0:41:18 東海中学校
11 中村 郁 0:43:24 東海中学校
12 木村 駿介 0:45:57 東海中学校
13 野田 聡 0:50:02 東海中学校
14 横井 裕人 0:59:49 東海中学校
15 古殿 直也 1:03:11 東海中学校
16 松尾 海渡 1:08:33 東海中学校

田中 駿太郎 失格 東海中学校

1 武田 惇 0:21:34 名大OLC
2 土屋 武 0:29:36 愛知OLC
3 川崎 幹男 0:32:42 東海東京RC
4 佐藤 浩二 0:38:44 東海東京RC
5 野村 弘毅 0:40:10
6 中根 十三二 0:44:21
7 中川 美哉 0:47:11 つばき

Ｍ１５ - 3.2km ↑125m　　　　出場17名

ＭＢ - 2km ↑60m　　　　出場7名

7 中川 美哉 0:47:11 つばき
小池久司 不出場

1 永井 ゆかり 0:32:26

1 佐藤 遼平 0:15:41 東海高校
2 伊藤 渉 0:21:51
3 小川原 大輔 0:25:12 東海中学校
4 岡嶋 隆太 0:31:44 東海中学校
5 福田 伊吹 0:31:59
6 山口 泰広 0:32:07 The Platpus
7 牧野 義典 0:32:20
8 岡本 洸彰 0:32:58 東海高校
9 梅本 航聖 0:33:36 東海中学校

10 丹羽 公輝 0:37:05 東海中学校
11 中川 佑哉 0:40:01 つばき
12 小川 勇一 0:40:29 東海中学校
13 山田 晋 0:41:04
14 飯田 誠 0:42:45
15 廣瀬 勇利 0:42:58 東海中学校
16 光岡 達也 0:49:37
17 須原 凛太郎 0:50:57 東海中学校
18 伊藤 久 0:52:09
19 遠藤 明 0:55:09
20 小林 正幸 1:00:31 東海中学校
21 中川 麻衣 1:00:50 つばき
22 宮嶋 大輔 1:02:11 東海中学校
23 越智 壮太郎 1:03:48 東海中学校
24 鈴木 義也 1:07:47 ファミリーOLC

石田 倫啓 失格 東海中学校

ＷＢ - 2km ↑60m　　　　出場1名

Ｇ／Ｎ - 2km ↑60m　　　　出場25（個人またはグループ）

石田 倫啓 失格 東海中学校



5月14日中日新聞　朝刊5月14日中日新聞　朝刊

運営役員
樽見典明（三河OLC/岡崎OL協会）【チーフ】
小幡昭次（三河OLC/岡崎OL協会） 桑山朋巳　（三河OLC）
桑山　実（三河OLC/岡崎OL協会） 富永　健　（三河OLC）　
杉森憲文（三河OLC/岡崎OL協会） 疋田はるか（三河OLC）
角岡　明（三河OLC/岡崎OL協会） 白井啓（OLCほのくに）
永井　昇（三河OLC/岡崎OL協会）
三井由美（三河OLC/岡崎OL協会）
小野盛光（三河OLC/岡崎OL協会/愛知県協会）


