


成　　　　　績

愛知県選手権
男子 南河　駿（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）

順位 氏名 記録 所属
1 早川 正真 0:42:45 東海中学校
2 森 創之介 0:45:59 東海中学校
3 中村 晃 0:56:04 東海中学校
4 林 祥太郎 0:59:50 東海中学校
5 森下 謙 1:00:40 東海中学校
6 石川 嵩琉 1:04:57 東海中学校
7 寺本 裕哉 1:06:22 東海中学校
8 髙橋 侑大 1:11:28 東海中学校
9 吉原 巧真 1:11:59 東海中学校
10 稲垣 匠二 1:13:07 東海中学校
11 伊藤 環 1:15:57 東海中学校
12 桒原 大雅 1:16:49 東海中学校
13 山田 和輝 1:17:16 東海中学校
14 鈴木 沖一 1:18:19 東海中学校

岩崎 壮馬 DISQ 東海中学校
生田 真大 DISQ 東海中学校
魚住 晋太朗 DISQ 東海中学校
藤原考太郎 DNS 東海中学校

順位 氏名 記録 所属
1 森清 星也 0:35:28 東海高校
2 祖父江 有祐 0:44:02 東海高校
3 岩味 桜祐 0:53:57 東海高校
4 星野 蒼太 0:56:24 東海高校
5 熊澤 拓飛 0:57:27 東海高校
6 中村 太亮 0:58:14 東海高校
7 早川 颯亮 1:01:18 東海高校
8 小山 竜正 1:11:02 東海高校
9 片岡 勇仁 1:16:20 東海高校
10 渡邊 裕太 1:22:44 東海高校

深石　大 DNS 東海高校

順位 氏名 記録 所属
1 神谷 孫斗 0:40:28 金沢大学OLC
2 前野 達也 0:41:21 名大OLC
3 棚橋 一樹 0:42:11 名大OLC
4 南 吏玖 0:44:59 名大OLC

順位 氏名 記録 所属
1 南河 駿 0:34:46 OLCルーパー
2 戸上 直哉 0:35:51 三河OLC
3 松井 健哉 0:36:52 OLCルーパー
4 角田 貴大 0:37:25 横浜市立大学
5 菅谷 裕志 0:38:52 OLCルーパー

 男子10～15歳　　 3.８km ↑２０0m　17名出場　競技時間1時間30分

男子16～18歳　 3.8km ↑200m　　出場10名　競技時間1時間30分

男子１９～２２歳　 3.8km ↑200m　出場４名　　競技時間1時間30分

男子23～34歳　 3.8km ↑200m　　出場10名　競技時間1時間30分
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6 稲吉 勇人 0:43:48 三河OLC
7 石山 良太 0:46:52 三河OLC
8 嶋岡 雅浩 0:49:30 OLCルーパー
9 岩田 健太郎 0:53:48 つるまいOLC

谷川 友太 DISQ OLCルーパー

順位 氏名 記録 所属
1 前田 裕太 0:39:13 三河OLC
2 竹内 利樹 0:44:02 マッパ
3 内田 恵司 0:52:02
4 平沢 正紀 1:00:12 つるまいOLC
5 大野 聡生 1:07:15 東海中学校
6 足立 辰彦 1:08:17 OLCルーパー

日下部 正英 1:33:34 ナシ
水口 駿介 DISQ でんでんむし
田中 公悟 DISQ マッパ
上田 公平 DISQ 所属なし

順位 氏名 記録 所属
1 上島 通浩 0:48:29 つるまいOLC
2 瀬口 洋治 0:57:47 OLCルーパー
3 鵜飼 須彦 0:59:24 OLCルーパー
4 小川 和之 1:05:00 つるまいOLC
5 小林 亜紀夫 1:05:40 つるまいOLC
6 宮崎 敦司 1:09:14
7 角岡 明 1:14:41 三河OLC
8 水野 弘章 1:20:10 東海東京OLC
9 加藤 昭治 1:21:39
10 松橋 徳敏 1:29:21 つるまいOLC

加藤 以千弘 1:32:09 岡崎OL協会

順位 氏名 記録 所属
1 新家 秀男 0:37:56 中京OC
2 小幡 昭次 0:45:45 三河OLC
3 坂本 清光 0:48:14 岡崎OL協会
4 粟野 義明 0:51:11 春日井市
5 佐藤 政明 0:56:23 大府市

大原 一由 1:47:25 中京OC
高橋 正彦 1:56:53 OLCほのくに
石田 亘宏 2:07:48 愛知OLC

出場なし 　

順位 氏名 記録 所属
1 落合 英那 1:09:22 OLCルーパー

飯沼友梨 DNS OLCルーパー

順位 氏名 記録 所属
1 伊部 琴美 0:53:00 名大OLC

男子６５歳以上　　 2.2km ↑110m　出場8名　　競技時間1時間30分

女子１９～２２歳　 3.8km ↑200m　出場1名　競技時間1時間30分

男子５０～６４歳　 3.8km ↑200m　　出場11名　競技時間1時間30分

男子３５～４９歳　 3.8km ↑200m　出場10名　競技時間1時間30分

女子１０～15歳　 3.8km ↑200m　　出場0名　競技時間1時間30分

女子16歳～18歳　3.8km ↑200m　出場１名　　競技時間1時間30分
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順位 氏名 記録 所属
1 椎名 麻美 0:56:38 三河OLC
2 藤井 菜実 0:57:57 三河OLC

山本 穂波 DISQ 三河OLC
谷川 理恵 DNS OLCルーパー

出場なし

氏名 記録 所属
1 落合 志保子 0:52:31 OLCルーパー
2 鳥羽 都子 1:10:27 OLCルーパー
3 日下部 朝美 1:27:15

佐藤 陽子 DISQ

氏名 記録 所属
1 上島 乃英 0:37:21 つるまいOLC
2 長瀬 朋子 1:08:54 つるまいOLC
3 三井 由美 1:19:01 三河OLC
4 石田 美代子 1:23:52 愛知OLC
5 鈴木 幸子 1:25:43 ファミリーOLC

福田 瑞恵 DISQ 石川県OL協会

氏名 記録 所属
1 小泉 成行 0:30:24 静岡県協会
2 堀尾 健太郎 0:35:02 OLCルーパー
3 前田 悠作 0:39:06 OLCルーパー
4 牧 宏優 0:40:45 三河OLC
5 中村 浩之 0:42:37 名古屋市
6 田代 雅之 0:42:39 静岡県協会
7 杉浦 弘太郎 0:42:45 OLCルーパー
8 高水 陽介 0:43:44 OLCルーパー
9 永松 敦 0:44:55 静岡県協会
10 内藤 愉孝 0:47:33 静岡県協会
11 滝 正晴 0:53:44 静岡県協会
12 牧戸 悠生 0:54:10 伊勢志摩OLC
13 鈴木 悟 0:54:49 静岡OLC
14 愛場 庸雅 0:58:42 OLCレオ
15 緒方 賢史 1:02:05 奈良市
16 川畑 信章 1:03:02
17 鹿野 勘次 1:06:06 岐阜OLC
18 赤井 秀和 1:06:28 静岡県協会
19 牧戸 和之 1:08:03 伊勢志摩OLC
20 小橋 至 1:18:27 浜松OLC

藤田 和男 DISQ 浜松OLC
鈴木 正文 DNS 静岡県協会
山田　晋 DNS

女子２３～２９歳　　 3.８km ↑200m　　出場3名　競技時間1時間30分

女子３０～４４歳　　 3.8km ↑200m　出場0名　競技時間1時間30分

女子45歳～49歳　3.8km ↑200m　　出場4名　　競技時間1時間30分

一般男子　　 3.6km ↑170m　出場21名　競技時間1時間30分

女子５０歳以上　　 2,2km ↑110m　　出場6名　　競技時間1時間30分
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氏名 記録 所属
1 滝 志保 1:23:50 静岡OLC

中村 友香 1:32:11
緒方 美智 DISQ 奈良市

氏名 記録 所属
1 高田 朋輝 0:32:54 東海中学校
2 蟹江 凱 0:40:45 東海中学校
3 衛藤 裕二 0:45:11
4 近藤 颯音 0:58:45 東海中学校
5 礒川 輝 1:01:10 東海中学校
6 野村 弘毅 1:01:57
7 小塚 允寛 1:02:57 東海中学校
8 德光 拓哉 1:15:32 東海中学校
9 黒田 啓太 1:19:56 東海中学校

永井 ゆかり 1:35:26 碧南市
永井 哲也 1:40:10 碧南市
衛藤 智美 2:01:02
三輪 直美 DISQ 名古屋市
早瀬　竜太郎 DNS 東海中学校

総申込者129名
総出場者122名

歴代優勝者
男子 女子

平成29年度 第10回 松井健哉 谷川理恵
平成28年度 第9回 菅谷裕志 落合志保子
平成27年度 第8回 細川知希 落合志保子
平成26年度 第7回 谷川友太 落合志保子
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）
土屋晴彦　　桑山実　　杉森憲文　永井　昇　　半田太郎　　半田博子
岡野英雄　　白井　啓　　松澤俊行　　　田濃邦彦　　小野盛光

コース設定　松澤俊行

一般中級　 2.1km ↑110m　　出場13名　　競技時間1時間30分

一般女子　　 2.1km ↑110m　　出場3名　競技時間1時間30分
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https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/runner.jsp?event=4840&file=1&runner=116
https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/runner.jsp?event=4840&file=1&runner=117
https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/runner.jsp?event=4840&file=1&runner=118
https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/runner.jsp?event=4840&file=1&runner=119
https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/runner.jsp?event=4840&file=1&runner=120
https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/runner.jsp?event=4840&file=1&runner=121
https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/runner.jsp?event=4840&file=1&runner=122
https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/runner.jsp?event=4840&file=1&runner=123
https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/runner.jsp?event=4840&file=1&runner=124
https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/runner.jsp?event=4840&file=1&runner=124

