
平成26年度（第7回）愛知県オリ

エンテーリング選手権大会 兼

全日本リレー愛知県代表選考会

報告書

開催日 ２０１4年（平成26年）10月5日(日)

場 所 新城市（競技センター：作手小学校南校舎

地図名：亀山城址）

天 候 雨

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 （公財）愛知県体育協会

お礼

愛知県選手権にご参加いただきました皆様、大変ありがとうございました。

年々、選手権大会としての形ができあがってきていると感じておりこれも参加いただきます皆様の

お蔭と感謝申しあげます。

同時に全日本リレー選手団のセレクションを兼ねておりますが、選ばれた選手のみでなく、

大会に参加しいただきましたすべての方が愛知県選手団の力であると確信しております。

これからも県内にとどまらず全国、さらには世界を目指す選手が育っていっていただけることを祈

念します。

最後になりましたが、コースセッターの松澤様、コントローラの近藤様はじめ、運営をささえていた

だきました関係者の皆様、会場やテレインをご提供いただきました地域の皆様に感謝申し上げま

す。

会長 新帯 亮



成 績

愛知県選手権
男子 谷川友太（オリエンテーリングクラブルーパー）
女子 落合志保子（オリエンテーリングクラブルーパー）

1 宮嶋 大輔 0:45:22 東海中学校
2 服部 柾宏 1:01:56 東海中学校
3 梅本 航聖 1:04:55 東海中学校
4 祖父江 有祐 1:05:55 東海中学校
5 岡嶋 隆太 1:07:58 東海中学校
6 阪井 政文 1:10:43 東海中学校
7 柴田 涼平 1:11:55 東海中学校
8 石田 倫啓 1:26:12 東海中学校
9 杉浦 弘洋 1:27:27 東海中学校

10 中村 友哉 1:29:55 東海中学校
羽藤 大晴 失格（1:37:08） 東海中学校
髙橋 優心 失格(1:41:48) 東海中学校
佐久間 勇斗 失格(2:02:29) 東海中学校
羽田 拓真 失格 東海中学校
小林 弘汰 失格 東海中学校
中川 豪 失格 東海中学校
田中 達也 失格 東海中学校
田村 尚也 失格 東海中学校
越智 壮太郎 失格 東海中学校

小川原大輔 欠場 東海中学校

1 三浦 一将 0:39:47 東海高校
2 椎名 晃丈 0:42:57 東海高校
3 和佐田 祥太朗 0:43:02 東海高校
4 比企野 純一 0:52:03 東海高校
5 松本 明訓 0:52:34 東海高校
6 熊田 悠人 0:53:46 東海高校
7 野田 聡 0:57:29 東海高校
8 天野 裕貴 0:58:23 東海高校
9 古殿 直也 0:59:31 東海高校

10 中村 郁 1:01:10 東海高校
11 田中 駿太郎 1:05:12 東海高校

松田悠太郎 欠場 東海高校

1 嶋岡 雅浩 0:36:08 名古屋大学OL部
2 牧 宏優 0:36:23 名古屋大学OL部
3 平野 大輔 0:40:29 名古屋大学OL部
4 樋口 佳祐 0:41:19 名古屋大学OL部
5 石川 仁弥 0:42:36 名古屋大学OL部
6 高水 陽介 0:42:46 名古屋大学OL部
7 石山 良太 0:43:04 名古屋大学OL部
8 今井 祐太 0:43:44 名古屋大学OL部
9 川上 雅人 0:44:05 名古屋大学OL部

10 岩瀬 史明 0:44:27 名古屋大学OL部

男子15歳以下 ＭＪＨ - ４.5km ↑110m 19名参加 競技時間1時間30分

男子16歳～18歳 ＭＨ - 4.5km ↑１１0m 11名参加 競技時間1時間30分

男子19歳～22歳 ＭＵ - 4.5km ↑110m 33名参加 競技時間1時間30分



11 稲葉 翔也 0:44:56 名古屋大学OL部
12 澤田 潤 0:45:39 名古屋大学OL部
13 山内 崇弘 0:47:24 名古屋大学OL部
14 林 千尋 0:47:43 名古屋大学OL部
15 山口 雅弘 0:49:13 名古屋大学OL部
16 小林 祐太 0:50:40 名古屋大学OL部
17 段塚 裕貴 0:51:12 名古屋大学OL部
18 大村 幸一郎 0:53:10 名古屋大学OL部
19 堀尾 健太郎 0:54:20 名古屋大学OL部
20 安田 成宏 0:54:36 名古屋大学OL部
21 池田 慧 1:00:17 名古屋大学OL部
22 野田 昌太郎 1:02:24 名古屋大学OL部
23 佐藤 充晃 1:02:48 名古屋大学OL部
24 横田 智也 1:03:53 名古屋大学OL部
25 是永 大地 1:11:59 名古屋大学OL部
26 杉浦 弘太郎 1:13:06 名古屋大学OL部
27 南河 駿 1:14:50 名古屋大学OL部
28 岡本 晟太郎 1:17:15 名古屋大学OL部
29 中野 優亮 1:17:33 名古屋大学OL部
30 今泉 将 1:27:07 名古屋大学OL部

星野 朗広 失格(1:40:57) 名古屋大学OL部
政光 貴裕 失格(1:56:17) 名古屋大学OL部
天野 靖大 失格(2:31:38) 名古屋大学OL部

1 谷川 友太 0:32:14 OLCルーパー
2 細川 知希 0:33:54 岐阜OLC
3 前田 悠作 0:37:35 名古屋大学OB
4 堀江 悟 0:39:29 名古屋大学OB
5 松井 健哉 0:40:46 OLCルーパー
6 新谷 国隆 0:49:42 なし
7 中澤 寛典 0:50:23 名古屋大学OB
8 幸原 朋広 0:54:31 みやこOLC
9 杉山 洋平 1:04:18 三河OLC

前田 裕太 欠場 三河OLC

1 山口 尚宏 0:42:21 OLCルーパー
2 大野 聡生 0:51:36 東海中学校
3 鵜飼 須彦 0:55:11 OLCルーパー

日下部 正英 失格

池田俊彦 欠場 つるまいOLC
薮内 憲 欠場
竹内利樹 欠場 マッパ
小林亜紀夫 欠場 つるまいOLC

1 角岡 明 0:50:47 三河OLC
2 宮崎 敦司 0:52:03 （無所属）
3 新家 秀男 0:55:49 中京OC
4 瀬口 洋治 0:56:27 OLCルーパー
5 加藤 昭治 1:03:37 東海走友会
6 内藤 ヒロオ 1:07:49 三河OLC
7 松橋 徳敏 1:12:55 つるまいOLC

男子50歳～64歳 ＭＶ - 4.5km ↑110m 10名参加 競技時間1時間30分

男子23歳～34歳 ＭＡ - 4.5km ↑110m 9名参加 競技時間1時間30分

男子35歳～49歳 ＭＳ - 4.5km ↑110m 4名参加 競技時間1時間30分



牧野 義典 失格（2:30:45）
大原 一由 失格 中京OC
船戸 温郎 失格 愛知OLC

水野弘章 欠場
小川和之 欠場 つるまいOLC
川口 匡 欠場 OLCほのくに

1 粟野 義明 0:42:41 春日井市
2 小幡 昭次 0:50:31 三河OLC
3 岡野 英雄 0:55:49 愛知OLC
4 佐藤 政明 1:10:50
5 石田 亘宏 1:16:45 愛知OLC
6 永井 昇 1:20:14 三河OLC

柴田 喜一 失格（1:45:58） つるまいOLC
白井 啓 失格 OLCほのくに

出場なし

出場なし

1 守屋 舞香 0:53:18 椙山女学園大学OL部
2 川島 実紗 0:53:44 名古屋大学OL部
3 伊東 佑子 1:00:49 椙山女学園大学OL部
4 中村 友香 1:07:51 名古屋大学OL部
5 藤 未加子 1:15:54 椙山女学園大学OL部
6 渡辺 菜央美 1:17:09 名古屋大学OL部
7 藤井 菜実 1:17:19 椙山女学園大学OL部
8 星 美沙 1:18:40 椙山女学園大学OL部
9 伊藤 沙恵 1:21:11 椙山女学園大学OL部

神谷 玲花 失格(1:31:12） 椙山女学園大学OL部
片桐 麻那 失格（1:38:46） 名古屋大学OL部
横山 莉沙 失格（1:40:27） 椙山女学園大学OL部
横井 里美 失格（2:07:28） 椙山女学園大学OL部
牧野 文香 失格

松井恵理子 欠場 名古屋大学OL部

1 松井 日香里 0:56:09 OLCルーパー
2 小島 優 1:05:59 三河OLC
3 加地 沙綾子 1:21:20 三河OLC

1 落合 志保子 0:48:33 OLCルーパー

出場なし

1 三井 由美 0:57:35 三河OLC
2 長瀬 朋子 1:13:09 つるまいOLC

石田 美代子 失格（2:08:30） 愛知OLC

女子50歳以上 WＳＶ - 3.5km ↑60m 3名参加 競技時間1時間30分

女子15歳以下 WＪＨ - 4.5km ↑110m 競技時間1時間30分

女子16歳～18歳 WＨ - 4.5km ↑110m 競技時間1時間30分

男子65歳以上 ＭＳＶ - 3.5km ↑60m 8名参加 競技時間1時間30分

女子19歳～22歳 ＷＵ - 4.5km ↑110m 14名参加 競技時間1時間30分

女子23歳～29歳 ＷＡ - 4.5km ↑110m 3名参加 競技時間1時間30分

女子30歳～44歳 ＷＳ - 4.5km ↑110m 1名参加 競技時間1時間30分

女子45歳～49歳 ＷＶ - 4.5km ↑110m 競技時間1時間30分



1 長縄 知晃 0:34:16 静岡OLC
2 内藤 愉孝 0:42:20 浜松OLC
3 渡仲 祥太 0:43:12 静岡OLC
4 田濃 邦彦 0:43:34 静岡OLC
5 吉崎 薫登 0:47:38 静大OLC
6 馬場 泰光 0:47:56 静大OLC
7 滝 正晴 0:57:29 静岡OLC
8 石坂 勇人 0:58:20 静大OLC
9 今 正寛 0:58:29 金沢工大OLC

10 鈴木 正文 0:59:15 浜松OLC
11 大林 俊彦 1:00:40 大阪OLC
12 大沢 良太 1:01:02 静岡大学OB
13 金田 隆聖 1:02:03 静大OLC
14 鹿野 勘次 1:07:43 岐阜OLC
15 園田 一樹 1:11:39 静大OLC
16 中村 英将 1:13:46 金沢工大OLC
17 望月 優希 1:14:14 静大OLC
18 原田 崇史 1:16:49 静大OLC
19 高橋 一平 1:21:33 静大OLC
20 畝林 誠 1:25:06 金沢メタ坊～ず
21 赤井 秀和 1:25:46 静岡OLC
22 戸田 篤希 1:27:47 静大OLC

岩本 涼介 失格（1:31:31） 静大OLC
佐藤 優枝 失格（1:45:44） 静大OLC
木下 涼雅 失格（1:55:39） 金沢工大OLC
大橋 諭 失格 静大OLC
近藤 拓実 失格 静大OLC
吉井 謙太 失格 静大OLC
吉越 淳弥 失格 金沢工大OLC

沖浦徹二 欠場 大阪OLC
田代雅之 欠場 静岡OLC
宮田敏雄 欠場 松阪OLC
吉竹洵人 欠場 静大OLC
小橋 至 欠場 浜松OLC

1 長縄 美春 0:59:59 入間市OLC
三橋 寛子 失格 静大OLC

1 森清 星也 1:04:31 東海中学校
2 落合 英那 1:06:45 OLCルーパー
3 茶納 大輝 1:18:34 東海中学校

岩田 英明 失格 東海中学校
野村 晃司 失格 東海中学校
山田 晋 失格 名古屋市瑞穂区
岩味 桜祐 失格 東海中学校

総参加者153名

一般男子 MO - 4.6km ↑130m 29名参加 競技時間1時間30分

一般女子 WO - 4.6km ↑130m 2名参加 競技時間1時間30分

一般中級 B - 3.0km ↑５0m 7名参加 競技時間1時間30分



歴代優勝者
男子 女子

平成25年度 第6回 谷川友太 守屋舞香
平成24年度 第5回 細川知希 落合志保子
平成23年度 第4回 松井健哉 落合志保子
平成22年度 第3回 谷川友太 落合志保子
平成21年度 第2回 谷川友太 水野日香里
平成20年度 第1回 松澤俊行 落合志保子

運営役員（専任）
新帯 亮 稲葉英雄 土屋晴彦 桑山実 杉森憲文
小野盛光（競技責任者）

コース設定 松澤俊行
大会コントローラ 近藤康満

＜コース設定者より＞

生憎の雨の中での開催となりましたが、無事に本年度の愛知県選手権者が決定しました。

コースに対しても「適切」という評価が聞かれ、設定者として一安心しております。

コース決定までには、近藤コントローラーと共に、２度の現地下見をしています。コース原案作

成後に１回目の下見（７月下旬）を行い、植生の経年変化や、新設された柵の影響を確認しまし

た。そして、大幅にコースを変更しました。その後の２回目の下見（９月上旬）を受けてコースを最

終決定しましたが、結果として、車道の使用や、集落の周辺の通過も増えました。その過程で、

愛知県協会の小野様には、地図の修正や地元住民の方への説明にご尽力いただきました。

御礼申し上げると共に、参加者の皆様にも、このような愛知県協会の地道な取り組みがあって

こそ大会が成り立っていることを、あらためてご理解いただきたく存じます。

熱心な皆様の中には、当日雨でできなかったテレイン内での反省や追加練習を行うために、

後日個人的に現地に行きたい、と考える方もいらっしゃるかもしれません。個人的にでも、練習

を行う場合は、愛知県協会に事前に申告して、愛知県協会から地元の方々にご連絡いただく必

要がある、ということを再度ご認識いただければ、と思います。過去にもテレインの無断使用に

より、少なからずトラブルが起こっています。今回も、下見の際、設置の目印に使ったテープが、

その日の内に地元の方に回収され、あらためてご理解を求めるための説明を小野様からしてい

ただいた、ということがありました。この場を借りてご報告申し上げます。

コースに話を戻しますと、道や、集落周辺の低い丘の比率が増えたことにより、スピーディな

印象になりました。全体的に難易度は抑えられていましたが、基礎基本を問うコースだったはず

です。緩斜面でのナヴィゲーションが重要な課題となるであろう「椛の湖」開催の全日本リレー

に向けて、良い対策になったと思われます。全日本リレーの話を別としても、広い年代が同じコ

ースで競うことを目指している愛知県選手権の特性を考えれば、長さ、難易度いずれも手頃な

ものを提供できたのではないかと自負しています。若手の育成にも力を入れている愛知県です

から、県選手権のコースは、今後も下地のスピードと基本動作の徹底を問うのに十分な、かつ、

込み入り過ぎていないものを目指して設定されると良いのではないか、と申し送りさせていただ

きます。

最後に、あらためて、参加者の皆様、そして運営にご尽力された皆様、大会を受け入れてくだ

さった地元の皆様に感謝いたします。


