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第31回KOLA新春オリエンテーリング大会プログラム 

 

2016年1月3日（日） トップスタート10時30分 
大阪府大阪市此花区舞洲緑地 

主催   岸和田オリエンテーリング協会(ＫＯＬＡ) 

後援   大阪府オリエンテーリング協会 

運営責任者 ：横田 実 

コース設定者：平山 友啓 

雨天決行、荒天中止、大会中止の場合は、１月３日７:00 までにＫＯＬＡホームページにて告知します。

http://www63.tok2.com /home2/kola/ 
問合せ：横田実 tel 090-4299-2997、e-mail(強く推奨)：kola_osaka@yahoo.co.jp 

大会特設ｗｅｂページ http://www63.tok2.com/home2/kola/gyouji/shinshun/2016/index.htm 

※本大会ではスパイクシューズの使用を禁止します。 

※少人数運営です。円滑な運営のため参加者の皆様もご協力くださるようお願いいたします。 

※本大会で撮影した写真などの映像を web ページ・印刷物などで公開します。 

※申し込みの際いただいた個人情報は、今後のＫＯＬＡ主催、主管大会の案内に活用させていただ

くことがありますので、ご了解ください。 

 

【１.交通案内】 

（１）公共交通機関でお越しの方 

①JR 環状線西九条駅下車 

大阪市バス８１系統 舞洲スポーツアイランド行に乗車、舞洲中央下車徒歩２分 

  推奨  

西九条 8:32 9:08 9:55

舞洲中央 8:59 9:35 10:22

   ②JR ゆめ咲線桜島駅下車 

北港観光バス２系統舞洲アクティブバス 

ホテル・ロッジ舞洲前（舞洲スポーツアイランド）行きに乗車 

ベースボールスタジアム前下車徒歩２分 

  推奨  

桜島駅前 8:52 9:34 10:13

ベースボールスタジアム前 9:05 9:47 10:26

   ③大阪市地下鉄コスモスクエア下車 

北港観光バス３系統コスモドリームライン ホテルロッジ・舞洲前行きに乗車 

ベースボールスタジアム前下車徒歩２分 

  推奨  

コスモスクエア駅前 8:30 9:14 10:00

ベースボールスタジアム前 8:48 9:32 10:18

（２）車でお越しの方 

   テニス、野球場駐車場(有料)をご利用ください。 

①高速をご利用の場合、 

・阪神高速湾岸線湾岸舞洲を出て此花大橋を渡る。 

②国道４３号線からお越しの場合、 

・国道 43 号線 梅香交差点を西（USJ 方面）に直進、此花大橋を渡る。 

③ 南港(咲洲)方面からお越しの場合 

・夢咲トンネルを通過し、夢舞大橋を渡る。 
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【２.会場（集合場所）について】 

・舞洲アリーナ南西側広場（具体的な場所は、当日の天候等により調整します。） 

・見通しの良い場所のためテープ誘導はしません。 

・紫の縦線のエリアは競技前に立ち入らないようにしてください。 

・ウォーミングアップは紫の縦線のエリアに入らないように実施してください。 

※なお、この案内図は旧マップから作製しています。 

 

・主催者側で女子更衣用のテントを用意します。 

・公園内はオリエンテーリング大会参加者以外の一般来園者がたくさんおられます。公園利用の

マナーを守っていただきますようお願いいたします。 

・貴重品は各自で厳重に管理していただくようにお願いします。盗難等にはくれぐれもご注意くだ

さい。万が一の場合でも主催者は責任を負えません。 
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【３.競技について】 

（1）全般的な注意 

・公園内での大会ですので、スパイク（ダボピン付シューズ含む）の使用は禁止します。 

・公園内には、一般の来園者の方がたくさんいらっしゃいます。参加者は、他人にけが等をさせ

ないことはもちろん、危険と感じさせるような走行は絶対に行わないでください。 

・立入禁止区域 

  地図上の通行不能は通過禁止・立入禁止を意味し、無理をすれば通過できるような場合で

も、これに反して通過あるいは立入った競技者は失格となります。通行不能の柵・ガケ・植生

（ウグイス色および濃い緑）、黒いふちのある池や川、などがこれに該当します。またそれ以

外に地図に表記しきれない小さい花壇がありますが絶対に立ち入らないでください。 

・コース上に、救護所、給水コントロールは設置しません。 

・各クラスとも、車道を横断します。自動車、バイク、自転車に注意して、横断してください。 

・各コントロールの通過記録を残すのは、競技者の責任です。Ｅカードの通過記録もバックアップ

ラベルのパンチ記録もない場合は、失格扱いとなります。気温が低下するとＥカードの動作不

良が起こりやすいようです。バックアップラベルを紛失しないよう、パンチの支障にならない範

囲で、テープで留める等の加工を推奨します。 

（２）地図 

・「舞洲緑地」（舞洲スポーツアイランドリメイク） 

・当日、旧マップを公式掲示板に掲示する予定です。 

・Web 上でも公開しています http://www63.tok2.com/home2/kola/gyouji/shinshun/2012/maishima_ma.jpg 
・縮尺 1：5,000 等高線間隔 2m 走行可能度 4 段階（JSSOM 準拠） 

 プリンタ出力コース印刷済みポリ袋封入済 

・コントロール位置説明は JOA のコントロール位置説明作成規程に従って表記しています。 

・MB,WB,N クラスのコントロール位置説明は、日本語を併記しています。 

・ 533（通過可能なパイプライン）で滑り台を表記しています。 

（３）コース距離・競技時間 

クラス 距離 登高 
優勝予想

タイム
クラス 距離 登高 

優勝予想

タイム

ＭＡ 無制限 3.7km 46m 16分 ＷＡ 女子年齢無制限 3.3km 34m 20分 

Ｍ３５ 男子35歳以上 3.3km 34m 20分 Ｗ３５ 女子35歳以上 2.6km 28m 20分 

Ｍ５０ 男子50歳以上 3.3km 34m 20分 Ｗ５０ 女子50歳以上 2.6km 28m 25分 

Ｍ６５ 男子65歳以上 2.6km 28m 20分      

Ｍ１５ 男子中学生以下 2.5km 28m 20分 Ｗ１５ 女子中学生以下 2.5km 28m 20分 

ＯＭ 当日無制限 3.2km 34m 15分 ＯＷ 当日女子無制限 2.6km 28m 15分 

ＭＢ 男子中級者 2.4km - 20分 ＷＢ 女子中級者 2.4km - 20分 

Ｎ 初心者 2.1km - 20分      

 競技時間は全クラス 60 分です。 

※都合により変更する可能性があります。変更した場合は、当日、公式掲示板に掲示します。 

（４）テレインプロフィール 

  本テレインは、大阪湾に建設された人工島です。テレイン内には、アリーナや野球場、テニスコ

ートなどのスポーツ施設、キャンプ場などの野外活動施設があるほか、海岸沿いに続くプロムナー

ド、大型遊具を備えた緑地などがあります。テレインには比高 25ｍの展望広場を有する緑地などが

ありますが、それらを周回する道路により海側の緑地とは分断されています。また、テレインの緑地

内や海岸沿い付近に高低差がありますが、その傾斜は概ね緩やかです。 
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【４.競技の流れ】 

（1）受付 9:45～10:15（事前申込の方は 10:15 以降でも可能ですが余裕をもってお越しください。） 

・事前申込済みの方は、受付付近で配布するＥカード（レンタルの方）またはバックアップラベル

（マイカードの方）をお取り下さい。また、お楽しみレースを申込済みの方は、コントロールカード

もお受け取りください。 

※バックアップラベルには参加者名、クラス、スタート時刻を記載しています。 

・マイＥカードの方は、受付にて、マイＥカードの登録チェックをします。 

・当日申込の方は申込書に必要事項を記入し、参加費・Ｅカードレンタル料を納めてください。 

・参加費（Ｅカードレンタル料込）1,800 円（高校生以下、N クラスは 600 円） 

・当日申込の場合はマイＥカードの使用はできません。 

・当日申込み可能なクラスは、ＯＭ、ＯＷ、ＭＢ、ＷＢ、Ｎの５クラスです。 

・コンパス貸し出しを希望される方は受付まで申し出て下さい（保証金 1,000 円をお預かりし、コ

ンパス返却時に保証金全額をお返しします）。 

（2）公式掲示板 

  競技に関する重要事項・連絡事項を掲示します。必ず確認してください。 

（3）初心者説明 

 運営者側に余裕がありませんので、経験のある方々に、初心者説明のご協力をお願いするこ

とがあります。快く、手伝っていただけると助かります。 

（4）スタート(10:30～) 

・スタート地区は集合場所から徒歩３分程度の場所に設けます。（テープ誘導） 

・Ｅカードのない人は出走できません。 

・スタート地区の時計（現在時刻を表示）を見て、 

3 分前：アクティベートユニットで、Ｅカードをアクティベートの上、自分のクラスのスタート枠に

入ってください。 

2 分前：枠をひとつ進んでください。 

1 分前：枠をもうひとつ進んで、係員によるＥカードのチェックを受けてください。 

       箱から、自分のクラスの地図を取って下さい。（地図は見ないでください。） 

※地図の間違いや２枚以上取ることのないようにしてください。 

10 秒前：Ｅカードをスタートユニットにはめ込んでください。 

スタート合図とともに、Ｅカードをユニットから外し、スタートしてください。 

スタート枠から赤白テープ誘導をたどった先のフラッグが地図上のスタート（△）位置です。 

・本大会では、「コントロール位置説明」の事前配布はありません。 

・指定時刻に遅刻された場合は、係員の指示に従ってスタートしてください。 

・スタートされた競技者は必ずフィニッシュを通過してください。あるいは何らかの方法で本部にＥ

カードを提出してください。提出がない場合は行方不明者として捜索されます。 

（5）コントロールの通過について 

・コントロールは、１番から順番に回ってください。 

・コントロールに着いたらＥカードをＥカードユニットにはめ込んでパンチをしてください。 

・誤ってパンチしてしまった場合は、その後に正しいコントロールでパンチすれば問題ありません。

コントロールを飛ばした場合は、飛ばしたコントロールから順にパンチしてください。 

（6）フィニッシュ 

・最終コントロールからフィニッシュまでテープ誘導は設けません。 

・パンチングフィニッシュです。フィニッシュユニットに E カードをはめ込んでください。その時点で

計時が終了します。 

・フィニッシュ後は、フィニッシュした順番で、計算センター（E カード読み取り所）に並んでくださ

い。 

・計算センターでは指示に従い、Ｅカードを読み取りユニットにはめ込んでください。Ｅカードのデ

ータを読み取り、コントロール通過をチェックします。 
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・計算センターではコントロール不通過に関するクレームのみ受け付けます。 

・レンタルＥカードは計算センターで回収します（E カードを紛失された場合は3000円頂きます）。 

・コンパスを借りられた方は、フィニッシュ後コンパスを受付にご返却ください。 

・地図は回収しませんが、出走前の人に見せることは禁止します。 

・フィニッシュ閉鎖は 12：30 です。それまでに必ず帰還してください。 

（7）お楽しみレース 

・恒例のお楽しみレースを用意しています。 

・お楽しみレースを事前申込していない参加希望者は、11:45 までに受付近傍にある「お楽しみレ

ース参加申込書」に記入してください。ただし、当日参加者枠には、限りがあります。 

・当日参加申込は、先着順とします。（当日参加者枠＋事前申込キャンセル分） 

・お楽しみレースは、一斉スタート、ピンパンチ方式で、お楽しみレース用のコントロールから所

定数のコントロールをまわってきて、早くフィニッシュした参加者から、好きな賞品を選ぶことが

できます。賞品は、実用的なものから微妙なお宝あるいは粗品まで用意する予定です。 

・お楽しみレースのスタートは、12:20 を予定しています。 

（8）成績速報など 

・成績速報は会場内に掲示します。 

・競技と成績に関する調査依頼はフィニッシュ後、本部で受け付けます。 

・各クラス上位３名を表彰いたします。(OM、OW クラスは表彰対象外です。) 

・正式な成績は後日ホームページに掲載します。 

・表彰式は、お楽しみレース終了次第、実施します。（12:40 頃） 

・過去 12 年間「ＫＯＬＡ杯」を獲得していない MA、WA クラス出場者の中で最上位者の方に、賞品

として「ＫＯＬＡ特製Ｔシャツ」と「ＫＯＬＡ大会年間無料券」を進呈します。 

【６.その他】 

・出したごみは各自で必ずお持ち帰りください。 

・参加者が自分自身、第三者へ与えた事故・損傷・損害について、主催者は一切責任を負いま

せん。 

・カレンダー交換を行っています。 

【７.近隣スポットの紹介】 

◇ユニバーサル・スタジオ・ジャパン http://www.usj.co.jp/ 

◇海遊館（世界最大級の水族館）http://www.kaiyukan.com/index.html 

◇天保山渡船場 http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000011249.html 

◇天保山（日本一低い山） 
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【８．開催が予定されているオリエンテーリング大会のご紹介】 

◇阪大神大新人スプリント大会 

・2016年1月24日(日)服部緑地（大阪府豊中市） 
http://osakaunvolc.jimdo.com/2015%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%98%AA%E5%A4%A7%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E6%96%B0%E4%BA%

BA%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88/ 

◇京大京女新人運営練大会 

・2016年2月11日(祝)将軍塚（京都府京都市東山区） 

http://kuolc.dip.jp/event/uneiren37/ 

◇ひょうご2Days O-イベント・2016年2月27日(土)＆28日（日） 

http://homepage3.nifty.com/joa-kinki/Hyogo_2DaysO-event2016.html 

  ・第32回ウエスタンカップリレー大会 

・2016年2月27日(土)  

第32回ウエスタンカップリレー大会／県立播磨中央公園（兵庫県加東市) 

・2016年2月28日(日) 

パークOツアーin関西2015・兵庫大会／神戸市立森林公園（兵庫県神戸市北区) 

http://homepage3.nifty.com/joa-kinki/WesternCup&Park-O_2015/Harichu_page.html 

◇ＫＯＬＡ主催大会 http://www63.tok2.com/home2/kola/ 
・岸和田市民大会 2016年04月で調整中（岸和田中央公園） 

・KOLAたそがれオリエンテーリング大会2016年7月下旬または8月上旬（開催地調整中） 

・第32回ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会2017年1月3日（開催地調整中）
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【9．新春オリエンテーリング大会歴代優勝者】 

  年  MA(HA)  WA(DA)     

1 1986         

2 1987         

3 1988         

4 1989         

5 1990         

6 1991 辻村 進  松波めぐみ     

7 1992 永瀬 真一  楠見 ゆり     

8 1993 藤井 範久  愛場佐和子         

9 1994 中野 浩  出田 裕子         

10 1995 川前 紀尚  吉岡 康子         

11 1996 大林 俊彦  大岩 博子         

12 1997 小八重善裕 達富 千絵         

13 1998 御勢 健二  四宮寿美子         

14 1999 大西 淳一  芝 聖子          

15 2000 大北 洋平  加納 尚子         

16 2001 西田 伸一  芝 聖子          

17 2002 奥村 理也  吉村 和代         

18 2003 奥村 理也  吉岡 康子     MAS    

19 2004 小林 康浩  若木まりも     今田 幸史    

20 2005 和久田好秀 松本知佐子     奥村 理也    

21 2006 奥村 理也  松本知佐子     澤地 實    

22 2007 池 陽平  坂本 涼子     城森 博幸    

  MA  WA  MJ WJ  M35  W43  

23 2008 松本 康浩  松本知佐子 板谷 祐樹 沖浦 有樹 谷村 正樹  石川 怜子 

24 2009 野中 圭介  北川 仁美 川久保雄揮 五百倉亜美 城森 博幸  岩水加代子

25 2010 池 陽平  河崎 千里 坂辺 祐貴 五百倉亜美 城森 博幸  吉岡 康子 

  MA  WA  MJ  WJ  M35  W35  

26 2011 和久田好秀 北川 仁美 板谷 祐樹 座古恵里圭 沖浦 徹二  吉岡 康子 

27 2012 結城 克哉 北川 仁美 板谷 智史 北川 楓子 城森 博幸  片山 保子 

28 2013 池 陽平  北川 仁美 板谷 智史 五百倉亜美 羽鳥 和重  片山 保子 

29 2014 倉本 竜太  北川 仁美 福井 陽貴 板谷 梨子 城森 博幸  片山 保子 

  MA WA  M15  W15  M35  W35  

30 2015 松下 睦生  関谷麻里絵 福井 陽貴 板谷 梨子 坂田雄一郎 坂田 博子 

 

  年     MB(HB) WB(DB)  N  

1 1986             

2 1987             

3 1988             

4 1989             

5 1990             

6 1991       池田 辰雄 吉岡 康子  塩谷 佳信 

7 1992       宮崎 幸生 堀口 千鶴  -  

8 1993       御勢 健二 生駒 千秋  黒木まどか

9 1994       小森 民雄 夏目喜代子 三好 寛三 

10 1995       廣垣 正治 達富 千絵  宇野 幹雄 

11 1996           達富 泰弘 

12 1997       岡本 忠佳 黒木 正子    

13 1998       プーラ・ヨールグ 松原 照子  森崎 澄子 

14 1999       頓宮 秀徳 大場 節子  米原 綱夫 

15 2000       大木 啓介 中田 啓子  達富 恒尚 

16 2001       辻野 浩二 池田 富子  西倉 潤子 

17 2002       城山 勉  大城 理恵  今井 信也 

18 2003       厚主 敏治 池田 富子  -  
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19 2004       藤本 佳完 中田 啓子  沖浦 有樹 

20 2005       門 武志  阿部 智美  池田 祥  

21 2006       杉山 一男 小田 幸恵  藤井貫太郎

22 2007       板谷 祐樹 -  川口 長  

   M50      MB  WB  N  

23 2008 澤地 實      板谷 智史 -  牧 秀英  

24 2009 谷 秀司      土屋 武  -  川口 正  

25 2010 石井 博昭     香嶋 宏信 北川 楓子  川口 正  

   M50  W50  M65  MB  WB  N  

26 2011 阿部 昌隆  芝 聖子 辻村 修  川口 洋  向井 里衣  山田 耕嗣 

27 2012 角岡 明  芝 聖子 小野 盛光 門口 昌宣 板谷 梨子  本橋 正雄 

28 2013 角岡 明  吉岡 康子 佐藤 政明 川口 洋 板谷 梨子  瀧川 英輝 

29 2014 角岡 明  山本 陽子 山本 博司 土屋 武  五百倉純子 中島 遼  

   M50  W50  M65  MB  WB  N  

30 2015 木村 佳司  山本 陽子 山本 博司 土屋 武  田中 美帆  阪脇なつ子

【１０．ＫＯＬＡ杯】 

ＫＯＬＡ杯獲得条件 

  ・ ＭＡ、ＷＡに参加している方で、過去１２年間にKOLA杯を受賞していない方の中で成

績最上位に授与します。 

ＫＯＬＡ杯獲得者特典 

・ 「ＫＯＬＡ Ｔシャツ」「ＫＯＬＡ大会年間無料招待券」 

過去のＫＯＬＡ杯獲得条件 

  ・ 2006年新春大会～2013年たそがれ大会 

     ・ 新春大会、たそがれ大会において、過去にＫＯＬＡ杯を獲得されていない方の中でＭＡクラ

ス、ＷＡクラスの最上位者に授与。 

  ・ 1993年新春大会～2005年ナイト大会 

     ・ 過去のＫＯＬＡ大会の参加記録を元にハンディを設定した上で、男性、女性の各最高クラス

での最上位者に授与 

歴代獲得者 

 新春大会 たそがれ大会(2006年まではナイト) 

1993 中尾 正和 愛場 佐和子  中田 茂夫  夏目 喜代子  

1994 平山 友啓  松原 照子  佐藤 馨  中田 啓子  

1995 川前 紀尚 中田 啓子 佐藤 信一 中村 夕里子 

1996 中田 茂夫 夏目 喜代子 小森 民雄 中田 啓子 

1997 上手 正雄 四宮 寿美子 四宮 一夫 有福 薫子 

1998 中村 知晴 夏目 喜代子 御勢 健二 四宮 寿美子 

1999 大西 淳一 芝 聖子 小國 英男 四宮 寿美子 

2000 沖浦 徹二 四宮 寿美子 小野 貴政 四宮 寿美子 

2001 小坂 猛 田代 恵子 小林 康浩 奥田 裕子 

2002 奥村 理也 吉村 加代 山平 拓也 桑野 文 

2003 中村 貴史 吉岡 康子 小林 康浩 藤田 沙織 

2004 原 昇司 若木 まりも 寺岡 孝 藤田 沙織 

2005 澤地 未来 松本 知佐子 板谷 日出男 松本 知佐子 

2006 小林 康浩 加納 尚子 梅本 匠 林 加奈 

2007 池 陽平 坂本 涼子 佐藤 一平 （該当なし） 

2008 鈴木 陽介 岩水 加代子 栄森 貴久 田川 雅美 

2009 野本 圭介 北川 仁美 西田 陽一 吉田 蛍子 

2010 川北 洋平 河﨑 千里 大西 康平 石川 実起 

2011 和久田 好秀 鳥羽 都子 福田 雄希 岡部 悦子 

2012 結城 克哉 間中 千尋 石黒 文康 青柳 紀子 

2013 福井 直樹 野澤 麻乃 松下 睦生 関谷 麻里絵 

2014 倉本 竜太 藤原 愛 板谷 智史 上良 智子 

2015 松澤 俊行 木村 史依 瀬尾 峻汰 戸谷 みのり 
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クラス 時刻 名前 所属クラブ Eカード番号 お楽しみレース
MA 10:30 松井　健哉 * 76979 ○
MA 10:31 菅谷　裕志 ＯＬＣルーパー 76980 ○
MA 10:32 吉野　信治 OLP兵庫 大阪府01 210108 ○
MA 10:33 越智　純毅 京大OLC 大阪府02 171587 ○
MA 10:34 松下　睦生 京都OLC 114665 ○
MA 10:35 秋山　周平 阪大OLC 196084 ○
MA 10:36 谷川　友太 OLCルーパー 87666 ○
MA 10:37 栗栖　怜央 緑桜会 大阪府03 210097 ○
MA 10:38 幸原　朋広 みやこOLC 196056 ○
MA 10:39 伊藤　悠葵 阪大ＯＬＣ 196077 ○
MA 10:40 大田　将司 東大OLK 221607 ○
MA 10:41 福井　陽貴 ＯＬＰ兵庫 大阪府04 185210 ○
MA 10:42 瀬尾　 峻汰 京大OLC 114780 ○
MA 10:43 山本　達己 阪大OLC 196087 ○
MA 10:44 北川　太一 神戸市外国語大学 210028 ×
MA 10:45 坂本　譲 東北大OLC 200537 ○
MA 10:46 上田　皓一朗 高田中学校 大阪府05 210096 ○
MA 10:47 深田　耕司 阪大OLC 大阪府06 185224 ○
MA 10:48 板谷　祐樹 OLP兵庫 大阪府07 185227 ○
MA 10:49 杦田　士郎 緑外会 大阪府08 185231 ○
MA 10:50 吉原　幸輝 阪大OLC 222933 ○
MA 10:51 松井　俊樹 京大OLC 大阪府09 185233 ○
MA 10:52 小林　大悟 筑波大学 220406 ○
MA 10:53 近藤　吉史 阪大OLC 209685 ○
MA 10:54 築地　孝和 神大OLK 196100 ○
MA 10:55 藤原　秀人 阪大OLC 210042 ○
MA 10:56 牧内　佑介 京大OLC 大阪府10 185234 ○
MA 10:57 中村　貴史 杉風会 82540 ×
MA 10:58 実藤　俊太 京大OLC 114688 ○
MA 10:59 楠　健児 筑波大学 199569 ○
MA 11:00 田中 創 阪大OLC 222733 ○
MA 11:01 河野　大和 東大OLK 大阪府11 185238 ○
MA 11:02 大林　俊彦 大阪OLC 173280 ×
MA 11:03 加納　尚子 朱雀OK 483354 ○
MA 11:04 緒方　空人 阪大OLC 209999 ○
MA 11:05 太田　裕士 京大OLC 大阪府12 185239 ○
MA 11:06 遠藤　匠真 阪大OLC 222915 ○
MA 11:07 寺田　啓介 鞍部同好会 76882 ○
MA 11:08 橘　孝祐 横浜国立大学 210037 ○
MA 11:09 稲岡　雄介 阪大OLC 222932 ○

スタートリスト 
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M15 10:30 奥田　浩生 ISOC 大阪府35 185339 ○
M15 10:33 岡﨑　盛 岡山白陵中学校 大阪府37 185340 ○
M15 10:36 北川　暖 OLCふるはうす 大阪府39 210936 ×
M15 10:39 久松　健悟 ISOC 大阪府41 185349 ○
M15 10:42 上田　脩司 四日市市 大阪府42 185356 ○
M35 10:48 上田　浩嗣 四日市市 411089 ○
M35 10:50 岡﨑　浩 大阪府22 185256 ○
M35 10:52 坂田　雄一郎 OLCふるはうす 大阪府23 185259 ○
M35 10:54 河合　利幸 OLCレオ 大阪府25 200583 ○
M35 10:56 谷垣　宣孝 OLP兵庫 409833 ×
M50 10:58 瀬谷　全那 大阪OLC 大阪府27 185302 ○
M50 11:00 板谷　日出男 OLP兵庫 148329 ○
M50 11:02 北川　達也 OLCふるはうす 大阪府28 185306 ×
M50 11:04 飛松　淳一 ＯＬＣレオ 大阪府29 185309 ○
M50 11:06 石井　博昭 ＯＬＰ兵庫 大阪府100 171796 ×
M50 11:08 阪本　博 大阪OLC 大阪府30 185329 ○
M50 11:10 愛場　庸雅 OLCレオ 大阪府31 185330 ×
M50 11:12 平島　俊次 京都OLC 大阪府32 210883 ○
M50 11:14 松橋　徳敏 つるまいOLC 大阪府33 210560 ○
M50 11:16 大岩　正裕 京都ＯＬＣ 大阪府34 185333 ×
M65 10:31 福田　良雄 OLC吉備路 41205 ×
M65 10:33 豊島　奈良彦 ＯＬＰ兵庫 大阪府13 210745 ○
M65 10:35 関野　賢二 ＹＴＣ78 大阪府15 211119 ○
M65 10:37 高橋　猛 ワンダラーズ 410172 ○
M65 10:39 佐藤　政明 大府市 210397 ×
M65 10:41 山本　博司 ES関東C 412158 ○
WA 10:30 山田　祐理子 奈良女OLC 210040 ○
WA 10:32 木村　史依 金沢大学 208136 ○
WA 10:34 八十島　梓 朱雀ＯＫ 大阪府14 185240 ×
WA 10:36 鶴本　美樹 阪大ＯＬＣ 大阪府16 185241 ○
WA 10:38 木村　るび子 立教大学 221923 ○
WA 10:40 北川　仁美 OLCふるはうす 大阪府17 185242 ×
WA 10:42 大野　真由莉 奈良女子大学 大阪府18 185246 ○
WA 10:44 早川　菖子 * 大阪府19 185249 ○
W15 10:45 板谷　梨子 * 大阪府43 185359 ○
W35 10:45 岡﨑　和子 大阪府20 200578 ○
W35 10:47 坂田　博子 OLCふるはうす 大阪府21 185252 ○
W50 10:51 吉岡　康子 OLC吉備路 410209 ×
W50 10:53 四宮　寿美子 豊中ＯＬＣ 大阪府24 185273 ×
W50 10:55 瀬谷　利花 大阪OLC 大阪府26 185299 ○
W50 10:57 山本　陽子 ES関東C 408454 ×
MB 10:34 土屋　武 愛知OLC 大阪府38 185345 ×
MB 10:37 北川　新 OLCふるはうす 大阪府40 185346 ×
WB 10:31 北川　楓子 OLCふるはうす 大阪府36 210207 ×

 

E カードが「大阪府」のものは、レンタルです。 


