
第 29 回オリエンテ-リング高崎大会 

【観音山丘陵】 

 

 

 

 

 

 

成績表 
 

令和３年３月２１日（日） 

 

 

主  催：高崎オリエンテーリングクラブ 

後  援：高崎市、高崎市教育委員会、（一社）高崎観光協会、高崎商工会議所、日本オリ

エンテーリング協会、群馬県オリエンテーリング協会、群馬よみうり、上毛

新聞社、エフエム群馬、上信電鉄、ラジオ高崎、ライフケア群栄・ちいきし

んぶん 

  



参加者数 

  クラス 組 人数 コース 優勝タイム 

個人 男子 A１ 30 人  3.7km 0：36：06 

 男子 A２ 30 人  3.6km 0：31：52 

  女子 A 7 人  3.7km 0：48：12 

  男子 B 5 人  3.7km 0：50：56 

  女子 B 2 人  2.8km 0：44：47 

グループ 一般(男子) 2 組 4 人 3.7ｋｍ 0：50：37 

  一般(女子) 2 組 3 人 2.8ｋｍ 1：12：50 

  混合 8 組 23 人 3.7ｋｍ 0：53：04 

  家族 9 組 25 人 2.0ｋｍ 0：21：57 

  小学生 0 組 0 人 2.0ｋｍ 0：17：14 

  計 95  129 人   

 

 

  



男子 A1      

順位  氏名 時間  所属・チーム名 

①   齋藤 佑樹 0:36:06  練馬 OLC 

②   森 竜生 0:40:46  横浜 OL クラブ 

③   小暮 喜代志 0:41:33  ES 関東 C 

4  村上 巧 0:42:25  横浜 OL クラブ/つばめ会 

5  橋本 浩一 0:43:07  横浜 OL クラブ 

6  髙見 博道 0:47:03  OPC43 

7  吉岡 皆那人 0:50:10   

8  坂梨 敬哉 0:50:11  丘の上 

9  髙橋 裕貴 0:52:51  練馬 OLC/桐朋 IK 

10  久米 慧 0:53:50   

11  須藤 かおる 0:58:40  入間市 OLC 

12  山本 博司 0:59:39  ES 関東クラブ 

13  日部 貴博 1:00:31  高崎市 

14  横山 修 1:01:49  trippers OLC 

15  森山 松年 1:05:31  春日部 OLC 

16  新井 悠功 1:05:38  みちの会 

17  大野 恭平 1:06:57  Why not Tuesdays 

18  久保 貴大 1:08:33  前橋 OLC 

19  鈴木 規弘 1:11:35  多摩 OL 

20  坂倉 豊 1:13:47  Club 阿闍梨 

21  松岡 瑛介 1:23:17   

22  宮崎 正樹 1:31:08  高崎市 

23  大谷 空蒼 1:37:36  高崎市 

24  渡辺 櫂 1:38:38  高崎市 

25  飯嶋 教倫 1:38:50  高崎市 

26  森川 正己 1:41:30  森川 正己 

27  宮田 尚文 1:54:32  高崎市 

28  飯塚 凌太 1:56:35  高崎市 

  根岸 大黑 DISQ  藤岡市 

  大竹 実吹 DISQ  伊勢崎市 
      

  



男子 A2      

順位  氏名 時間  所属・チーム名 

①   有賀 裕亮 0:31:52   

②   田邉 拓也 0:32:05  横浜 OL クラブ 

③   宮本 樹 0:33:33  京葉 OL クラブ 

4  田中 創 0:34:27  大阪 OLC/OLC レオ 

5  和田 康次郎 0:36:43  トータス/入間市 OLC 

6  粂 潤哉 0:37:29  入間ＯＬＣ 

7  清水 龍太 0:41:34  みちの会 

8  齋藤 英之 0:41:57  川越 OLC 

9  朝長 拓也 0:45:33  Trippers OLC 

10  宮本 幸治 0:48:41  京葉 OL クラブ 

11  佐藤 大樹 0:49:25  京葉 OL クラブ 

12  上拾石 幸太郎 1:02:20   

13  田中 裕之 1:04:25  古賀志山快速登山部 

14  藤岡 克利 1:05:06   

15  雨宮 光陽 1:06:33   

16  風穴 周 1:14:59   

17  鈴木 健夫 1:15:09  京葉 OL クラブ 

18  佐藤 繁 1:16:29   

19  山口 征矢 1:20:10  川口 OLC 

20  大川 秀之 1:20:51  Trailion 

21  宮嶋 柊衣 1:20:52  高崎市 

22  谷 悠芦 1:45:06   

23  荻田 育徳 1:49:04  OC⊿下野 

24  榎本 慧 1:57:59  高崎市 

25  小林 仁 2:02:23  高崎市 

26  六本木 駿汰 2:06:55  高崎市 

27  新井 大稀 2:17:00  高崎高校 

  三川 光樹 DISQ  富岡市 

  新井 智大 DISQ  高崎市 

  濱田 樹 DISQ   

      

  



男子 B      

順位  氏名 時間  所属・チーム名 

①   松島 謙一 0:50:56  伊勢崎市 

②   浅井 琉太朗 0:53:33   

③   篠原 徹 1:04:09  高崎市 

4  藤岡 春海 1:15:28   

  有浦 大貴 DISQ   

      

女子 A      

順位  氏名 時間  所属・チーム名 

①   稲毛 日菜子 0:48:12  京葉 OL クラブ 

②   須藤 友絵 0:56:36  入間市 OLC 

③   宮川 早穂 0:59:03  ＥＳ関東Ｃ 

4  三浦 やよい 1:00:07  入間市 OLC 

5  渡辺 円香 1:05:37  ES 関東 C 

6  池田 麻子 1:09:40   

      

女子 B      

      

①   山本 陽子 0:44:47  東京都江東区 

②   齋藤 まどか 1:11:28  川越 OLC 
      

一般男子     

順位  氏名 時間  所属・チーム名 

①   船津 直孝 0:50:37  SO 群馬陸上 

  船津 文彦    

②   後藤 進也 1:36:46  ALPS2002 

  山本 利彦    

      

一般女子     

順位  氏名 時間  所属・チーム名 

参  鈴木 清美 1:01:53  OLF すずき 

①   山本 広美 1:12:50  まゆまゆ 

  山本 茉結    

      

  



混合      

順位  氏名 時間  所属・チーム名 

①   伊藤 勇司 0:53:04  チームくまぽん 

  伊藤 紀子    

  伊藤 綾香    

②   森田 孝次 0:55:37  STRC(森田)STRC 

  森田 美典    

③   多田 修 1:04:55  りーゆり 

  多田 理一郎    

  多田 里子    

  多田 有理亜    

4  茂木 之誓 1:07:49  和風顔総本家 

  茂木 さより    

5  清水 政典 1:12:11  クリ水 

  清水 美由紀    

  清水 悠成    

6  荻野 明久 1:18:29  ありしん 

  吉田 浅碁    

  高橋 稜空    

  土橋 心    

  津田 京子    

7  須山 洋子 1:20:13  ふーたん STRC 

  須山 富雄    

8  岩崎 弘美 1:28:11  第 8 

  岩崎 隼人    

      

  



家族      

      

①   高橋 正宏 0:17:14  チーム大輝 

  高橋 大輝    

②   草野 淳 0:23:59  パパとミツ 

  草野 光生    

③   向畠 眞一郎 0:26:26  mukobata 

  向畠 マヤ    

  向畠 央眞    

4  帖佐 崇 0:28:22  高崎市 

  帖佐 千夏    

  帖佐 樹    

  帖佐 宇    

  帖佐 楓夏    

5  征矢 啓太 0:30:44   

  征矢 浩明    

6  大竹 雅子 0:33:42  YM-OTK 

  大竹 結心    

7  松井 良介 0:38:32  松井家 

  松井 悠太    

8  小栗 美沙子 0:41:26  ONGU 

  小栗 寿夫    

  小栗 啓太郎    

9  平形 隆史 1:11:02  高崎市 

  平形 博子    

  平形 真央    

  平形 陸翔    

 


