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KOLAたそがれオリエンテーリング大会2019 in 大泉 E

おおいずみ

A緑地 プログラム 

2019年7月27日(土)17時20分スタート 
堺市大泉緑地 

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 

協力   和泉市スキー野外活動部（ISOC） 

競技責任者 ：横田 実、 コース設定者：永瀬 真一 

雨天決行、荒天中止、大会中止の場合は、7月27日13:00までに、Twitter （@kola_osaka）及び 

大会ホームページ（https://japan-o-entry.com/event/view/285）にて告知します。 

問合せ：横田実 tel 090-4299-2997、e-mail(強く推奨)：kola_osaka@yahoo.co.jp 

※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 

・電車 

大阪メトロ御堂筋線新金岡駅下車 ２番出口から東へ 徒歩１５分 

   ※改札口から２番出口まで数分かかります。 

公園入口からテープ誘導 

   バス 
    南海バス しもつ池から徒歩１５分または北区役所前から徒歩１２分 

行先 

バス停 

地下鉄 

新金岡駅前 
白鷺駅前 

地下鉄新金岡駅前経由 

阪和堺市駅前 
白鷺駅前 

堺駅南口 15:25 ＝ 15:55 ＝ 

堺東駅前 ↓ 15:45 ↓ 16:15 

三国ヶ丘駅前 15:41 15:55 16:11 16:25 

しもつ池 15:49 16:06 16:19 16:36 

北区役所前 15:50 ＝ 16:20 ＝ 

・地下鉄新金岡駅前行は、堺東駅前を経由しません。 

・白鷺駅前行は、北区役所前を経由しません。 

・しもつ池バス停は、新金岡駅前バス停と数十メートルの距離にあります。 

 

 

https://japan-o-entry.com/event/view/285
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（２）自動車でお越しの方 

   ・第１駐車場を利用してください。（有料：１時間 380 円、以後、１時間毎に 120 円） 

 

【２.会場（集合場所）について】 

・会場は、屋根があり、雨をしのげます。 

・主催者側で女子更衣用のテントを用意します。 

・トイレ、飲物の自動販売機は、会場付近にあります。 

・公園内はオリエンテーリング大会参加者以外の利用者がおられます。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。 

 

【３.競技について】 

（1）地図 

・大泉緑地 2015 をリメイク 

・日本スプリントオリエンテーリング地図図式規定（JSSOM）準拠 

・縮尺 1：5,000 等高線間隔 2m 走行可能度 4 段階 

・JSSOM に準拠していない以下の特別な記号を使用しています。 

・排水升（右の写真参照）を、 (小さな池)で表記。 

コントロール位置説明では、 （小さな池）で、表記。 

・記号凡例 
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・パーマネントコースのコントロールは地図上に表記していません。 

・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、日本語で表記しています。 

・コントロール位置説明の事前配布、事前掲示は行いません 

・旧地図は、web 上で公開しています。
http://kola1975.mbsrv.net/gyouji/tasogare/2015/20150718_ver4.all.jpg 

 

（2）全般的な注意 

※真夏本番！熱中症に注意！十分な水分補給を！（乾いたと思う前に飲む）塩分補給も！ 

・本大会では、給水所は設置しません。競技中に会場を経由した給水、各自で飲料水の携帯

で、給水してください。 

・スパイク（ダボピン付シューズ含む）の使用は禁止します。 

・バードウォッチング、バーベキュー、ウォーキング等、公園利用者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、危険と感じさせるような走行は行わないでください。 

・回るコントロールとルートチョイスによって、公園外の車道を通行、横断します。通行する車に

は、十分に注意してください。 

・立入禁止区域に、入らないようにしてください。 

※時計の持参を強く推奨します。例年、時計を持たずに出走され、時間をたっぷり残して、あるい

は、大幅に超過される方が散見されます。 

※特例 

※本大会では、競技中、地図上で通過禁止の建物で表記しているトイレの利用を認めます。 

  ただし、入った側の出入口からでてください。建物を横断する形での出入りは禁止します。 

 

 

 

 

 

（３）競技形式 

 ・ スコアＯ；点数（コントロール番号の１の位が点数になります。ただし、「0」の場合は 10 点） 
・コントロールを回る順番は自由です。 

・競技時間内にどれだけ多く点数を獲得できるかを競います。 

クラス スタート

時刻 

競技時間 

 

コントロール数 

点数合計 

競技時間 

超過時の減点 

競技終了 

時刻 

フィニッシュ

閉鎖時刻 

MA 

17:20 

30 分 

コントロール数：３７ 

1９0 点 

 

7 点/１分 

17:50 

18:30 

WA,  

M15, W15, 

M35, W35 

M50, W50, 

M65, W65 

35 分 17:55 

MB,WB 

40 分 

コントロール数：２１ 

100 点 
４点/１分 

18:00 

Ｎ 
コントロール数：１２ 

５０点 
２点/１分 

※予告なく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 

 大阪の四大緑地の一つ。遊具のある広場、球技場、森林、池とバリエーション豊かで、約100haと

広い緑地。アップダウンは比較的少ない。2018年台風第21号の影響で、倒木および木の倒壊に

当初公開版から MB,WB クラス 

のコントロール数を変更しました。 

http://kola1975.mbsrv.net/gyouji/tasogare/2015/20150718_ver4.all.jpg
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付随した下草の繁殖により走行可能度が悪化したエリアが散見される。 

 

【４.競技の流れ】 

（1）受付 16:15～16:45 

・事前申込者は、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を各自

でお取り下さい。 

 ・マイＥカードの方は、受付にマイＥカードを持参ください。登録チェックをします。 

・当日申込者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）2,000 円（高校生以下、MB,WB,N クラス・・1,000 円） 

 ・当日申込者はマイＥカードの使用はできません。 

・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）。 

  ※新人特別表彰対象の方（本年度オリエンテーリングを始めた大学新人生のなかで、 

MA,WA クラスに参加される方）は、申告お願いします。 

 

（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 

 運営者側に余裕がなく、経験のある参加者の皆さんに、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 

17:10 スタート地区集合 

17:20 全クラススタート 

・スタート付近にアクティベートユニットを設置しますので、各自で、Ｅカードをあてて、アクティベ

ートしてください。 

・Ｅカードのない人は出走できません。 

・地図配布前に、参加者皆さんの集合写真を撮影させていただきます。 

・地図は、スタート５分前より配布します。（配布時点では、地図を見ないでください） 

・地図は、係員の合図（スタート３分前予定）があれば、見ることができます。 

・地図配布が３分前までに完了しなかった場合は、配布完了時点から見ることができます。 

  ・円滑な地図の配布にご協力下さい。 

・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 

・回るコントロールの選択とその順番は、競技時間を考慮し、各自で考えて下さい。 

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

・バックアップラベルのパンチ記録（針穴）は、しっかりとパンチしないと針穴が残らないこと

がありますので、注意してください。Ｅカードは、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。 

 

（6）フィニッシュ 

・フィニッシュは会場近傍です。 

・競技終了時刻は MA クラス 17:50、WA,M35,W35,M15,W15,M50,W50,M65,W65 クラス 17:55、

MB,WB,N クラス 18：00 です。 

・競技終了時刻より遅くなると、MA,WA,M35,W35,M15,W15,M50,W50,M65,W65クラスは、1分毎に７

点、MB,WBクラスは、1分毎に４点、Ｎクラスは1分毎に２点減点となります。（秒単位は切上） 
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・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。 

・フィニッシュ後は係員の指示に従って計算センターに移動してください。 

・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セットしてください。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。 

・レンタルＥカードは計算センターで回収します 

・レンタル E カードを紛失された場合、10,000 円頂きます 

・マイカードの方は、バックアップラベルを回収します。 

・コンパスを借りられた方は、コンパスの返却もお願いします。 

・会場に、ラップ表を掲示します。通過したコントロールが不通過の扱いになっていないか、確認

お願いします。通過コントロールのカウントに不備がある場合は、申し出てください。 

   ・回収済みのバックアップラベルで確認を行います。 

   ・バックアップラベルで通過が確認できれば、成績を修正します。 

・フィニッシュ閉鎖は 18:30 です。それまでに必ず帰還してください。 

 

（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。（18:15 頃から準備出来次第） 

・また、正式な成績は後日ホームページに掲載します。 

 

【６.その他諸注意】 

・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。 

 

【７.近隣スポット等の紹介】 

◇世界遺産 百舌鳥・古市古墳群のうち百舌鳥エリア http://www.mozu-furuichi.jp/ 

◇竹内街道 http://www.saikonokandou.com/about/map_3.pdf 

◇大泉の野鳥展（本大会会場横の花と緑の相談所の展示コーナーで開催。ただし、17:00 まで） 

 

【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】 

◇神戸市立森林植物園オリエンテーリングの集い 

・2019年7月28日(日) 神戸市立森林植物園(事前申込〆切7/26(金)) 
http://hyogo-oa.sports.coocan.jp/hyogo_ol_main.htm#%E6%A3%AE%E6%9E%97%E6%A4%8D%E7%89%A9%E5%9C%92O%E3%81%AE%E9%9B%86%E3%81%84 

◇関西女子練習会 

・2019年9月11日(水) 滋賀県甲賀市(やまべのかふか) 

https://japan-o-entry.com/event/view/327 

◇第 24 回京大京女オリエンテーリング大会 

・2019年9月29日(日) 滋賀県甲賀市土山地区 

http://kuolc.dip.jp/kucomp24/ 

◇Western Bucho’s Cup  

・2019年10月6日(日) 三重県津市(東青山四季のさと) 

https://japan-o-entry.com/event/view/258 

◇2019 年度全日本ミドル＆ロングオリエンテーリング大会 

・2019年10月13日(日)＆14日(祝) 滋賀県高島市 

http://www.orienteering.or.jp/joc/2019/ 

◇ＫＯＬＡ主催大会 http://kola1975.mbsrv.net/ 

・2020年1月3日(金)予定 ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会 

・2020年4月予定      岸和田市民大会  

http://www.mozu-furuichi.jp/
http://www.saikonokandou.com/about/map_3.pdf
http://hyogo-oa.sports.coocan.jp/hyogo_ol_main.htm#%E6%A3%AE%E6%9E%97%E6%A4%8D%E7%89%A9%E5%9C%92O%E3%81%AE%E9%9B%86%E3%81%84
https://japan-o-entry.com/event/view/327
http://kuolc.dip.jp/kucomp24/
https://japan-o-entry.com/event/view/258
http://www.orienteering.or.jp/joc/2019/
http://kola1975.mbsrv.net/
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【９．たそがれO歴代優勝者】 

 ＭＡ ＷＡ Ｍ３５ Ｗ３５ Ｍ５０ Ｗ５０ 

2007 佐藤 一平 - 川口 洋 - 谷 秀司  

2008 中村 貴史 田川 雅美 堀端 和彦 - 小八重善裕  

2009 中村 貴史 松本知佐子 城森 博幸 - 佐藤 政明  

2010 大西 康平 松本知佐子 城森 博幸 吉岡 康子 宮崎 敦司 - 

2011 福田 雄希 岡部 悦子 阪本 博 - 阿部 昌隆 四宮寿美子 

2012 石黒 文康 青柳 紀子 城森 博幸 片山 保子 愛場 庸雅 - 

2013 松下 睦生 関谷麻里絵 阪本 博 - 城森 博幸 - 

2014 松下 睦生 北川 仁美 城森 博幸 青柳 紀子 片山 雅之 山本 陽子 

2015 松下 睦生 北川 仁美 板谷日出男 青柳 紀子 河合 利幸 山本 陽子 

2016 緒方 空人 出田 涼子 坂田雄一郎 木下 佳子 楠見 耕介 出田 裕子 

2017 森河 俊成 佐野 萌子 沖浦 徹二 坂田 博子 河合 利幸 鮒田 里香 

2018 森河 俊成 佐野 萌子 稲田 旬哉 緒方 美智 中島 真治 秋房 麻里 

 

 Ｍ６５ Ｍ１５ Ｗ１５ ＭＢ ＷＢ Ｎ 

2007    川口 長 - 中川 真幸 

2008    - 堀端 典子 高橋 祐耶 

2009  中森 哲平 吉田 蛍子 三輪 幸寛 辻野 真幸 辻尾 翼 

2010 磯部 貞夫 板谷 智史 - 土屋 武 羽柴 理紗 瀧野 公望 

2011 御勢 健二 - 座古恵里圭 土屋 武 夏目 恵奈 中島 桜 

2012 佐藤 政明 門村 直樹 玉木沙羅々 小城 昌弘 - 福井 陽貴 

2013 磯部 貞夫 板谷 智史 中森 楓 土屋 武 吉田 都 山田祐理子 

2014 山本 博司 福井 陽貴 - 土屋 武 早川 昌子 松村 敏広 

2015 山本 博司 福井 陽貴 - 土屋 武 田中 美帆 山本一千花 

2016 山本 博司 福井 陽貴 - - 緒方 美智 福井 望月 

2017 前田 春正 福井 陽貴  定久 琴音 土屋 武 - - 

2018 - 中島 遼 - 頓宮 勇 黒木 結花 - 

 

【１０．たそがれO新人特別表彰】 

オリエンテーリングを始めた大学新人生のなかで、MA,WAクラスの最上位者を特別表彰します。 

該当者がＫＯＬＡ杯を獲得した場合は、次点の方を表彰します。 

 ＭＡ ＷＡ 

2011 安中 勇大 （該当なし） 

2012 （該当なし） （該当なし） 

2013 石井 政成 （該当なし） 

2014 緒方 空人 竹川和佳子 

2015 深田 耕司 野中 瑞穂 

2016 森河 俊成 （該当なし） 

2017 片岡 佑太 澤田 眞子 

2018 （該当なし） 小橋 唯華 
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【１１．ＫＯＬＡ杯】 

ＫＯＬＡ杯獲得条件 

  ・ 新春大会、たそがれ大会において、過去１２年間に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 

2016 谷川 友太 木村 るび子 緒方 空人 出田 涼子 

2017 築地 孝和 佐野 萌子 森河 俊成 大野 真由莉 

2018 橘 孝佑 佐久間 若菜 田中 創 山根 萌加 

2019 南河 駿 谷川 理恵   

 



ＫＯＬＡ
大阪府南部を拠点に
「楽しいことをより楽しく」をモットーに
年３回ゆるく大会運営しています。

 新春大会(1月)
 岸和田市民大会(4月)
 たそがれO(7月)
大会ももちろん参加します
 全日本、CC7、ウエスタンカップetc…

学生は年会費無料
新加入時にはトリム無料進呈！
大学現役＆OB在籍(京都、大阪、東北、筑波、津田塾、東工etc…)
連絡先：kola_osaka@yahoo.co.jp(会長 横田)

公式HP
Twitter

Facebook

KOLA 会員募集中！



2018年下期～2019年上期大会参加編

6/2 東大OLK大会

10/7 クラブカップ７人リレー

2/17 ウエスタンカップリレー11/18京大京女 兼 西日本大会



2018年下期～2019年上期大会運営編
7/28 たそがれO in 光明池

1/3 新春大会 in 深北緑地

4/13 岸和田市民大会
in 岸和田中央公園



2018年下期～2019年上期
運営大好き？編（KOLA以外でも頑張るメンバー）

6/2 東大OLK大会渉外責任者＆題字
7/28 東大夏場所２日目コントローラー

11/18 京大京女兼西日本大会
フィニッシュ担当

2018年度 関西学連幹事長
2019年度 日本学連幹事長

2018/9/23 BOC Director
3/14-17 インカレミドル・リレー

資材担当

ＪＯＡ地図委員会委員長
2018/9/9パークO関西和歌山大会

コース設定＆計セン
1/26パークO関西京都大会

イベントアドバイザー

筑波大オフィシャル
1/27筑波大大会スタート担当
4/14全日本大会輸送担当

3/14-17 インカレミドル・リレー
会計担当



No スタート時刻 クラス ⽒名1 ⽒名2 所属 性別 年齢 カード属性 カード番号

1 17:20 MA ⽷賀 翔⼤ いとが しょうた 朱雀OK M 28 My card 199364

2 17:20 MA 稲岡 雄介 いなおか ゆうすけ OLP兵庫 M 23 My card 222932

3 17:20 MA 井上 匠梧 いのうえ しょうご 京⼤OLC M 19 ⼤阪府02 501017

4 17:20 MA 今松 亮太 いままつ りょうた M 23 My card 502185

5 17:20 MA イルマズ 恵明 いるまず えみん 京⼤OLC M 19 ⼤阪府07 505253

6 17:20 MA 岩井 ⿓之介 いわい りゅうのすけ 京⼤OLC M 22 My card 502509

7 17:20 MA 上⽥ 皓⼀朗 うえだ こういちろう ⽴命館⼤学 M 19 ⼤阪府08 505254

8 17:20 MA 植⽥ 翔⼤ うえだ しょうた 杏友会 M 25 My card 208561

9 17:20 MA ⼤箱 貴志 おおはこ たかし 京都OLC M 30 My card 64031

10 17:20 MA 緒⽅ 空⼈ おがた ひろと 緑桜会 M 24 My card 209999

11 17:20 MA ⽚岡 佑太 かたおか ゆうた 阪⼤OLC/⼤阪OLC M 21 My card 505105

12 17:20 MA 萱尾 澄⼈ かやお きよと 阪⼤OLC M 20 My card 507506

13 17:20 MA 北川 太⼀ きたがわ たいち OLCふるはうす M 26 My card 210028

14 17:20 MA ⾐川 浩輔 きぬがわ こうすけ 朱雀OK M 27 My card 505348

15 17:20 MA 窪⽥ 信司 くぼた しんじ 阪⼤OLC M 21 My card 505106

16 17:20 MA 硲⽥ 捷将 さこだ かつまさ 阪⼤OLC M 23 My card 502184

17 17:20 MA ⽵内 佑輔 たけうち ゆうすけ 阪⼤OLC M 23 ⼤阪府37 505364

18 17:20 MA ⽥中 創 たなか そう ⼤阪OLC M 24 My card 222733

19 17:20 MA ⽥中 駿⾏ たなか としゆき 阪⼤OLC M 22 My card 502294

20 17:20 MA ⽥中 宏明 たなか ひろあき 京都OLC M 27 ⼤阪府43 502869

21 17:20 MA ⾕⼝ 瞬⽣ たにぐち しゅんき 阪⼤OLC M 19 ⼤阪府47 502870

22 17:20 MA ⽟⽊ 圭介 たまき けいすけ ⼤阪OLC M 53 ⼤阪府49 507483

23 17:20 MA 築地 孝和 ちくち のりやす 朱雀OK M 25 My card 507581

24 17:20 MA 豊⽥ 俊哉 とよた しゅんや 神⼤OLK M 21 My card 507593

25 17:20 MA 内藤 ⼀平 ないとう いっぺい みやこOLC M 27 ⼤阪府55 505366

26 17:20 MA ⻑井 翔太郎 ながい しょうたろう 京⼤OLC M 19 ⼤阪府56 502316

27 17:20 MA 伴 毅 ばん つよし 京都OLC M 30 ⼤阪府63 502871

28 17:20 MA 平岡 丈 ひらおか じょう 京⼤OLC M 19 ⼤阪府64 505367

29 17:20 MA 藤本 雄⼤ ふじもと ゆうだい 阪⼤OLC M 22 ⼤阪府65 507484

30 17:20 MA 古川 貴也 ふるかわ たかや 京⼤OLC M 19 ⼤阪府67 502318

31 17:20 MA 松下 睦⽣ まつした むつき 京都OLC M 27 My card 114665

32 17:20 MA 松島 真之 まつしま まさゆき 紅萠会 M 27 ⼤阪府70 502319

33 17:20 MA 松永 佳⼤ まつなが よしひろ 京都市⻄京区 M 23 ⼤阪府71 502209

34 17:20 MA 村吉 諄之 むらよし ともゆき 杏友会 M 26 My card 180540

35 17:20 MA 森河 俊成 もりかわ としなり 朱雀OK M 24 My card 505317

36 17:20 MA ⼭本 明史 やまもと あきふみ 京都OLC M 24 ⼤阪府77 502212

37 17:20 MA 吉原 幸輝 よしはら こうき 阪⼤OLC M 23 My card 222933

38 17:20 MA 和佐⽥ 祥太朗 わさだ しょうたろう 京⼤OLC M 21 My card 245603

39 17:20 MA 渡辺 鷹志 わたなべ たかし KOLC M 22 My card 502762



No スタート時刻 クラス ⽒名1 ⽒名2 所属 性別 年齢 カード属性 カード番号

40 17:20 WA 泉⼭ 実和奈 いずみやま みわな 神⼤OLK W 19 ⼤阪府81 502213

41 17:20 WA 出⽥ 裕⼦ いづた ゆうこ OLP兵庫 W 62 ⼤阪府82 502290

42 17:20 WA 出⽥ 涼⼦ いづた りょうこ 阪⼤OLC/OLP兵庫 W 22 My card 502186

43 17:20 WA ⼩笠原 萌 おがさわら もえ 奈良⼥OLC W 21 My card 228223

44 17:20 WA ⼩久保 茉優 こくぼ まゆ 京⼤OLC W 20 ⼤阪府100 505368

45 17:20 WA ⼩橋 唯華 こばし ゆいか 京⼥OLC W 21 ⼤阪府04 507556

46 17:20 WA 駒崎 成美 こまざき なるみ 神⼤OLK W 20 ⼤阪府06 507481

47 17:20 WA 近藤 あゆみ こんどう あゆみ 奈良⼥OLC W 22 My card 233274

48 17:20 WA 近藤 ⼩春 こんどう こはる 奈良⼥OLC W 19 My card 228341

49 17:20 WA 鈴⽊ 伽南 すずき かなみ 京⼥OLC W 22 My card 504999

50 17:20 WA 鈴⽊ 沙綾 すずき さあや 京⼥OLC W 22 My card 504998

51 17:20 WA ⾼橋 茉利奈 たかはし まりな 阪⼤OLC W 19 ⼤阪府19 507530

52 17:20 WA 塚越 真悠⼦ つかこし まゆこ 阪⼤OLC W 22 My card 502181

53 17:20 WA 中井 愛美 なかい まなみ 奈良⼥OLC W 19 My card 228225

54 17:20 WA ⽻⿃ 咲和 はとり さな 京⼥OLC W 22 My card 226301

55 17:20 WA 藤本 菜々恵 ふじもと ななえ 神⼤OLK W 19 ⼤阪府23 507526

56 17:20 WA ⼭根 萌加 やまね もえか 京⼤OLC W 23 My card 507413

57 17:20 WA 吉居 育美 よしい いくみ 奈良⼥OLC W 20 My card 228224

58 17:20 M35 緒⽅ 賢史 おがた けんし 奈良市 M 47 ⼤阪府09 505258

59 17:20 M35 川⼝ 貴史 かわぐち たかし 千⾥ランランクラブ M 35 ⼤阪府17 505262

60 17:20 M35 ⽊下 正⼤ きのした まさお M 49 ⼤阪府22 505361

61 17:20 M35 ⽊俣 順 きまた じゅん 朱雀OK M 47 My card 238949

62 17:20 M35 篠原 英剛 しのはら ひでたか OLP兵庫 M 37 ⼤阪府27 505363

63 17:20 M35 ⼟井 洋平 どい ようへい 群⾺県太⽥市 M 47 My card 233371

64 17:20 W35 秋房 ⿇理 あきふさ まり ⼤阪OLC W 57 ⼤阪府80 502872

65 17:20 W35 緒⽅ 美智 おがた みち 奈良市 W 51 ⼤阪府83 502291

66 17:20 W35 ⽊下 佳⼦ きのした けいこ W 47 ⼤阪府92 502293

67 17:20 W35 篠原 みこと しのはら みこと OLP兵庫 W 38 ⼤阪府12 507557

68 17:20 M50 稲⽥ 旬哉 いなだ じゅんや OLCふるはうす M 53 My card 507642

69 17:20 M50 ⼩⽐賀 健司 おびか けんじ 朱雀OK M 50 ⼤阪府10 505259

70 17:20 M50 河合 利幸 かわい としゆき OLCレオ M 60 ⼤阪府16 502315

71 17:20 M50 北川 達也 きたがわ たつや OLCふるはうす M 55 ⼤阪府18 505359

72 17:20 M50 坂⽥ 雄⼀郎 さかた ゆういちろう OLCふるはうす M 52 ⼤阪府24 505362

73 17:20 M50 ⾕垣 宣孝 たにがき のぶたか OLP兵庫 M 57 My card 210427

74 17:20 W50 北川 仁美 きたがわ ひとみ OLCふるはうす W 54 ⼤阪府89 502292

75 17:20 W50 ⽟⽊ 由佳 たまき ゆか ⼤阪OLC W 52 ⼤阪府21 507482

76 17:20 M65 佐藤 政明 さとう まさあき ⼤府市 M 74 My card 210397

77 17:20 M15 ⼩⽐賀 草太 おびか そうた 広島⼤附属福⼭中 M 13 ⼤阪府11 505260

78 17:20 M15 森川 雄太 もりかわ ゆうた ISOC M 13 ⼤阪府74 502211

79 17:20 MB 秋⼭ 拓海 あきやま たくみ ⼤阪電気通信⼤学 M 22 ⼤阪府01 500990

80 17:20 MB 笠作 学 かささく まなぶ M 22 ⼤阪府14 505261

81 17:20 MB 坪井 成海 つぼい なるみ ⼤阪電気通信⼤学 M 22 ⼤阪府52 505365

82 17:20 MB 頓宮 勇 はやみ いさむ M 49 ⼤阪府58 502317

83 17:20 MB 三ヶ⽥ 雄貴 みかだ ゆうき 阪⼤OLC M 20 ⼤阪府72 502210

84 17:20 WB ⾓⾕ 侑⾹ かくたに ゆか 京⼥OLC W 21 My card 504997
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