
開催日：平成２８年１０月３０日（日） 天候 晴

会 場：愛・地球博記念公園（愛知県長久手市）

主催：愛知県 愛知県教育委員会

愛知県スポーツ・レクリエーションフェスティバル実行委員会

主管：（特非）愛知県オリエンテーリング協会

愛知オリエンテーリングクラブ



使用地図 「愛・地球博記念公園」愛知県オリエンテーリング協会作成

縮尺 1/7,500 等高線間隔 ５ｍ 走行可能度 ４段階表示

再調査・修正 平成２８年９月～１０月 OCAD 11.6.0

大会スタッフ

（特非）愛知県オリエンテーリング協会

会長 新帯 亮

副会長 桑山 実

事務局長 小野盛光

愛知オリエンテーリングクラブ

会長 土屋晴彦

副会長 岡野英雄

副会長 野口孝之

石田美代子（コース設定）

石田亘宏

岡田国彦

木村 厚

至学館大学 宇野佑輝 大島稜平 岡田健太 小宮 淳 (受付担当)

（実習生） 篠田ひかり 樫山 楓 中嶋芙実穂 中岡雅教(スタート)
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クラス 順位 氏名 記録 所属

ＭＡ 1 南河 駿 0:30:10 名大OLC

2 堀尾 健太郎 0:30:52 名大OLC

3 松井 健哉 0:31:00 OLCルーパー

4 前田 裕太 0:34:23 三河OLC

5 前野 達也 0:34:59 名大OLC

6 近藤 康満 0:36:11 岐阜OLC

7 大江 恒男 0:36:13 あっぷる会RC

8 樽見 典明 0:38:46 三河OLC

9 池田 俊彦 0:40:10 つるまいOLC

10 辻村 一成 0:46:18 豊田高専OLC

11 工藤 浩司 0:46:19 OLCルーパー

12 山口 尚宏 0:46:34 OLCルーパー

13 上島 通浩 0:48:35 つるまいOLC

14 内藤 愉孝 0:49:09 浜松OLC

15 山田 晋太朗 0:56:52 OLC東海

16 戸谷 俊介 1:19:11 (東京都)

17 細谷 環 1:19:16 (名古屋市)

* 緒方 賢史 DISQ (奈良市)

ＷＡ 1 半田 博子 0:42:52 博多OLC

2 鳥羽 都子 0:45:50 OLCルーパー

3 松井 日香里 0:48:26 OLCルーパー

Ｍ１５ 参 片岡 勇仁 0:29:46 東海中学校

1 藤原 考太郎 0:30:43 東海中学校

2 石神 孝樹 0:31:49 東海中学校

3 深石 大 0:32:23 東海中学校

4 早川 正真 0:33:05 東海中学校

参 竹島 雅文 0:33:35 東海中学校

5 中村 太亮 0:33:45 東海中学校

6 熊澤 拓飛 0:34:17 東海中学校

7 星野 蒼太 0:35:18 東海中学校

8 生田 真大 0:36:22 東海中学校

9 桒原 大雅 0:36:46 東海中学校

10 岩崎 壮馬 0:36:52 東海中学校

11 森 創之介 0:37:07 東海中学校
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クラス 順位 氏名 記録 所属

M15 12 長岡 佑亮 0:37:11 東海中学校

13 渡邊 裕太 0:38:06 東海中学校

14 早川 颯亮 0:38:29 東海中学校

15 河井 耀 0:38:36 東海中学校

16 杉浦 文哉 0:38:43 東海中学校

17 稲垣 匠二 0:39:19 東海中学校

18 石川 嵩琉 0:42:51 東海中学校

19 中村 晃 0:43:04 東海中学校

20 米田 凌梧 0:43:15 東海中学校

参 小山 竜正 0:51:53 東海中学校

Ｍ１８ 1 森清 星也 0:26:30 東海中学校

2 祖父江 有祐 0:28:05 東海高校

3 石田 倫啓 0:28:41 東海高校

4 羽田 拓真 0:30:24 東海高校

5 岡嶋 隆太 0:30:34 東海高校

6 田村 尚也 0:30:49 東海高校

7 梅本 航聖 0:31:05 東海高校

8 羽藤 大晴 0:31:53 東海高校

9 阪井 政文 0:32:05 東海高校

10 服部 柾宏 0:34:02 東海高校

11 岩味 桜祐 0:34:21 東海中学校

12 中川 豪 0:34:29 東海高校

13 小林 弘汰 0:34:54 東海高校

14 越智 壮太郎 0:35:09 東海高校

15 杉浦 弘洋 0:35:52 東海高校

16 佐久間 勇斗 0:38:22 東海高校

17 中村 友哉 0:39:20 東海高校

18 茶納 大輝 0:39:58 東海中学校

19 岩田 英明 0:41:49 東海中学校

20 田中 達也 0:42:04 東海高校

21 柴田 涼平 0:42:14 東海高校

22 髙橋 優心 0:47:29 東海高校

23 野村 晃司 0:56:53 東海中学校
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クラス 順位 氏名 記録 所属

Ｗ１８ 1 中川 麻衣 1:20:40 つばき

Ｍ３５ 1 鵜飼 須彦 0:36:34 OLCルーパー

2 宮崎 敦司 0:38:19 (大府市)

3 大野 聡生 0:38:46 東海中学校

4 福田 基 0:39:23 (稲沢市)

5 日下部 正英 0:39:38

6 中島 浩一 0:42:02 (大阪府)

7 赤井 秀和 0:47:25 静岡OLC

8 平沢 正紀 0:48:47

9 須藤 かおる 0:49:34 入間市OLC

10 中川 美哉 0:51:13 つばき

11 鹿野 勘次 0:52:17 岐阜OLC

12 半田 太郎 0:52:24 博多OLC

13 竹内 和彦 0:52:42 (名古屋市)

14 石原 基宏 1:02:43

15 野村 弘毅 1:13:00 (名古屋市)

Ｗ３５ 1 日下部 朝美 0:41:34

2 上島 乃英 0:42:26 (名古屋市)

3 須藤 友絵 0:46:24 入間市OLC

4 三井 由美 0:49:36 三河OLC

5 滝 志保 0:52:40 静岡OLC

Ｍ５０ 1 鈴木 正文 0:38:37 浜松OLC

2 角岡 明 0:39:29 三河OLC

3 滝 正晴 0:41:49 静岡OLC

4 新家 秀男 0:42:16 中京OC

5 小川 和之 0:45:28 つるまいOLC

6 内藤 ヒロオ 0:46:54 三河OLC

7 高田 広彦 0:47:32 岐阜OLC

8 渡辺 隆 0:51:03 方向音痴会

9 加藤 昭治 0:52:46 (東海市)

10 髙田 哲夫 0:59:16 (名古屋市)

* 大原 一由 DISQ
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クラス 順位 氏名 記録 所属

Ｍ６５ 1 新見 守 0:34:22 三河ＯＬＣ

2 尾和 薫 0:35:04 三河ＯＬＣ

3 坂本 清光 0:37:02 岡崎OL協会

4 小幡 昭次 0:40:30 三河OLC

5 水野 元夫 0:42:27 浜松OLC

6 小橋 至 0:48:04 浜松OLC

* 粟野 義明 DISQ (春日井市)

Ｗ６５ 1 鈴木 幸子 0:52:32 ファミリーOLC

ＭＢ 1 朝倉 啓貴 0:24:24

2 石井 翔馬 0:24:53

3 山田 晋 0:25:13 (名古屋市)

4 土屋 武 0:27:07 愛知OLC

5 近藤 正文 0:32:56 OLCルーパー

6 若杉 肇 0:36:15 (名古屋市)

7 纐纈 勇樹 0:42:41

8 田中 正一 0:47:01 (名古屋市)

9 川本 康博 0:49:23 (みよし市)

10 中根 十三二 1:27:07 (碧南市)

ＷＢ 1 粟野 栞 0:38:24 (春日井市)

2 緒方 美智 0:42:17 (奈良市)

3 早川 令実 0:48:33 ボーイスカウト

Ｎ 1 石神 宏樹 0:28:07

2 鈴木 理央 0:35:05 浜松OLC

3 須藤 元 0:41:55 入間市OLC

4 熊澤 知里 0:47:14
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クラス 順位 氏名 記録 (所属)

グループ 1 滝 幸太 滝 晴樹 0:28:38 (静岡OLC)

2 小山 慎郎 小山 良志子 0:29:21 (名古屋市)

小山 陽大

3 黒川 康子 黒川 真紀子 0:31:00

黒川 佳奈子 黒川 凛太郎

4 村瀬 幸予 田中 裕人 0:34:54 (岡崎市)

5 山崎 聡 山崎 亜記 0:42:00

山崎 ひなた

6 深石 公彦 深石 幸子 0:42:09 (北名古屋市)

7 加納 麻紀 加納 歓奈 0:43:37

加納 喜梨

8 鈴木 彩香 小川 晃弘 0:44:07 (ファミリーOLC)

9 池田 結名 池田 禎二 0:45:11 (岡崎市)

10 生田 明史 生田 純子 0:46:16 (岡崎市)

11 村山 享信 村山 真美子 1:00:26 (岐阜県)

村山 里奈子

12 串田 みきよ 串田雅彦 1:04:02 (名古屋市 )

串田 遥規

13 垂野 正行 垂野 綾佳 1:05:10 (名古屋市)

垂野 陽菜 垂野 陽向

14 村山 花音 村山 菜花 1:05:23 (岐阜県 )

村山 明美

* 櫛田 紀子 櫛田 和康 DISQ (一宮市 )

櫛田 凌太郎 櫛田 魁次郎

クラス 順位 氏名 記録 所属

実習生 １ 岡田 健太 0:19:37 至学館大学

（Ｎ） ２ 小宮 淳 0:30:43 至学館大学

３ 大島 稜平 0:32:42 至学館大学

４ 中岡 雅教 0:35:09 至学館大学

５ 中嶋 芙実穂 0:36:22 至学館大学

６ 樫山 楓 0:38:55 至学館大学

７ 篠田 ひかり 0:39:54 至学館大学

＊ 宇野 佑輝 DISQ 至学館大学

以 上


