
第２回全国高校ARDF競技大会 2005.07.31

個人 男子の部 （M19クラス）
順位 ｺｰﾙｻｲﾝ 氏   名 所用時間 裁定 失格理由 　学　　校

1 十日町01 福原万寿之介 1:14:02 5 [12345]                 十日町中学校
2 土浦工02 櫻井 嘉孝    1:27:21 5 [12345]                 土浦工業高校
3 浜湖東02 木村 真樹    1:28:44 5 [12345]                 浜松湖東高校
4 JH1YWA/3 荒川 尚巳    1:37:20 5 [12345]                 総和工業高校
5 春日部04 藤田 浩志    1:38:19 5 [12345]                 春日部高校
6 静岡04  渡瀬 慶彦    1:13:22 4 [123-5]                 静岡高校
7 浜湖東03 榊原 大輝    1:30:01 4 [123-5]                 浜松湖東高校
8 浜湖東01 加藤 一      1:41:42 4 [1234-]                 浜松湖東高校
9 御殿場03 勝又 隆義    1:42:58 4 [1-345]                 御殿場高校

10 浜湖東05 杉本 航      1:48:03 4 [123-5]                 浜松湖東高校
11 春日部05 増田 哲郎    1:49:15 4 [123-5]                 春日部高校
12 浜松工02 篠原 裕貴    1:50:28 4 [12-45]                 浜松工業高校
13 富士02  矢辺 智基    1:54:37 4 [123-5]                 富士高校
14 静岡08  古熊 恵太    1:56:28 4 [123-5]                 静岡高校
15 浜湖東06 石塚 佳也    1:57:58 4 [123-5]                 浜松湖東高校
16 静岡02  望月 仁志    1:58:47 4 [1234-]                 静岡高校
17 城北04  古小高 直也  1:59:12 4 [123-5]                 城北高校
18 静岡07  松浦 健太    1:30:19 3 [123--]                 静岡高校
19 土浦工04 島田 俊      1:32:41 3 [1-3-5]                 土浦工業高校
20 奈良育02 川端 祐治    1:42:42 3 [123--]                 奈良育英中高校
21 城北01  松下 雄紀    1:42:50 3 [123--]                 城北高校
22 御殿場05 小澤 大輔    1:44:23 3 [1-3-5]                 御殿場高校
23 静岡03  天野 皓太    1:45:25 3 [123--]                 静岡高校
24 尼崎工01 木下 愛斗    1:46:07 3 [123--]                 尼崎工業高校
25 静岡05  長谷川 直之  1:46:14 3 [123--]                 静岡高校
26 JA1LTE  安居 晃樹    1:46:48 3 [1-3-5]                 城北高校
27 春日部11 山田 翔吾    1:46:50 3 [12--5]                 春日部高校
28 静岡06  松永 竜弥    1:47:57 3 [123--]                 静岡高校
29 御殿場01 池田 達哉    1:49:55 3 [123--]                 御殿場高校
30 城北02  吉野 文和    1:50:03 3 [123--]                 城北高校
31 浜松工01 井口 貴文    1:51:23 3 [123--]                 浜松工業高校
32 横須工01 安藤 洋介    1:52:16 3 [12--5]                 横須賀工業高校 
33 静清工02 稲毛 貴史    1:52:34 3 [1-3-5]                 静清工業高校
34 春日部08 福島 武人    1:58:26 3 [123--]                 春日部高校
35 静岡09  小野田 孝太  1:58:33 3 [12--5]                 静岡高校
36 横須工02 岡 達也      1:30:29 2 [12---]                 横須賀工業高校
37 春日部07 曽根 冬馬    1:33:59 2 [--3-5]                 春日部高校
38 魚津工02 西野 元気    1:34:02 2 [12---]                 魚津工業高校
39 富士01  中根 秀斗    1:34:43 2 [12---]                 富士高校
40 春日部02 大野 嘉臣    1:35:13 2 [12---]                 春日部高校
41 春日部10 本橋 良      1:37:28 2 [12---]                 春日部高校
42 魚津工03 水野 雄司    1:38:58 2 [12---]                 魚津工業高校
43 春日部03 北倉 雄太    1:40:10 2 [12---]                 春日部高校
44 奈良育01 大田 創一郎  1:45:36 2 [-23--]                 奈良育英中高校
45 静岡01  佐藤 寿昭    1:48:34 2 [12---]                 静岡高校
46 浜湖東04 小池 恵史郎  1:49:07 2 [1--4-]                 浜松湖東高校
47 魚津工05 升方 佑輔    1:50:07 2 [12---]                 魚津工業高校
48 城北03  松尾 康弘    1:52:37 2 [12---]                 城北高校

TX数



49 浜松工03 平野 裕麻    1:53:21 2 [12---]                 浜松工業高校
50 御殿場04 高橋 直樹    1:55:44 2 [12---]                 御殿場高校
51 静清工01 石川 翔太    1:58:39 2 [12---]                 静清工業高校
52 JH1YWA/4 三枝 壮也    1:27:48 1 [-2---]                 総和工業高校
53 JH1YWA/2 阿部 将      1:35:15 1 [1----]                 総和工業高校
54 魚津工01 小幡 亮介    1:42:59 1 [--3--]                 魚津工業高校
55 御殿場02 勝又 章佳    1:46:19 1 [-2---]                 御殿場高校 
56 JH1YWA/1 伏木 洋之    1:49:54 1 [-2---]                 総和工業高校
57 静岡工01 江畑 宏行    1:52:48 1 [1----]                 静岡工業高校
58 春日部01 大島 亙      1:55:50 1 [----5]                 春日部高校

 ** 横須工03 湯浅 一真    2:04:46 3 [123--] 失格 時間ｵｰﾊﾞｰ   横須賀工業高校
 ** 土浦工03 笹沼 広大    2:06:57 2 [12---] 失格 時間ｵｰﾊﾞｰ   土浦工業高校
 ** 春日部06 笠原 駿      2:12:10 2 [12---] 失格 時間ｵｰﾊﾞｰ   春日部高校
 ** 春日部09 藤田 隆史    2:13:51 2 [12---] 失格 時間ｵｰﾊﾞｰ   春日部高校
 ** 御殿場06 高橋 健太    2:17:50 2 [12---] 失格 時間ｵｰﾊﾞｰ   御殿場高校
 ** 土浦工05 吉田 輝秋    2:22:01 2 [12---] 失格 時間ｵｰﾊﾞｰ   土浦工業高校
 ** 尼崎工02 家代岡 雄輔  2:26:10 2 [1-3--] 失格 時間ｵｰﾊﾞｰ   尼崎工業高校
 ** 魚津工06 成木 和史    2:32:14 2 [12---] 失格 時間ｵｰﾊﾞｰ   魚津工業高校
 ** 奈良育03 豊田 雄作    1:56:57 0 [-----] 失格 ＴＸ無し    奈良育英中高校
 ** 土浦工01 坂井 力      2:01:58 0 [-----] 失格 ＴＸ無し    土浦工業高校

個人 女子の部 （W19クラス）
順位 ｺｰﾙｻｲﾝ 氏   名 所用時間 裁定 失格理由 　学　　校

1 奈良育04 和田 典子    1:37:57 4 [123-5]                 奈良育英中高校
2 JA334454 菊一 初美    1:52:24 4 [123-5]                 奈良育英中高校
3 奈良育05 菊一 明美    1:42:23 2 [12---]                 奈良育英中高校

顧問の部
順位 ｺｰﾙｻｲﾝ 氏   名 所用時間 裁定 失格理由 　学　　校

1 JF1LYS  小俣 力      1:28:39 4 [1234-]                 城北高校
2 N-SHIB  柴本 成俊    1:46:35 4 [123-5]                 総和工業高校
3 N-KUBO  久保木 伸夫  1:51:00 4 [123-5]                 春日部高校
4 JA9MIW  平田 清      1:52:11 4 [123-5]                 魚津工業高校
5 S-SHIM  下平 正一    1:53:00 4 [123-5]                 春日部高校
6 T-HANA  花川 龍巳    1:50:12 3 [12--5]                 魚津工業高校
7 S-MIZU  水野 重敏    1:53:31 3 [123--]                 浜松湖東高校
8 T-TANA  田中 智則    1:54:31 3 [123--]                 魚津工業高校
9 I-SHIM  清水 格      1:54:55 3 [123--]                 富士高校

10 JJ0HUB  中野 忠雄    1:56:17 3 [123--]                 高田農業高校
11 K-YOSH  吉川 和輝    1:42:40 2 [12---]                 静岡工業高校
12 JI7OED  珍田 一人    1:54:42 2 [12---]                 秋田明徳館高校

 ** JO7JTL  太田 研      1:49:58 0 [-----] 失格 ＴＸ無し    能代高校 
 ** JA4WSH  田中 明彦           0 [-----] 失格 競技中止    ハミングネット

一般 男性の部（M21クラス）
順位 ｺｰﾙｻｲﾝ 氏   名 所用時間 裁定 失格理由 　学　　校

1 JE0BWQ  鈴木 清一    1:18:39 5 [12345]                 新潟県阿賀野市
2 JR1CHU  金重 好美    1:20:39 5 [12345]                 神奈川県藤沢市
3 JR0AIJ  新井 喜雄    1:20:40 5 [12345]                 長野県松本市
4 JA0DHP  今井 徹      1:22:04 5 [12345]                 新潟県妙高市
5 JE1XXO  谷田部 幸行  1:31:41 5 [12345]                 栃木県宇都宮市
6 7M3RMD  清水 茂      1:47:40 5 [12345]                 群馬県富岡市
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7 JF0GYG  福原 芳昭    1:58:00 5 [12345]                 新潟県十日町市
8 JE0DCG  蒔田 一之    1:53:43 4 [12-45]                 長野県松本市
9 JE1EDR  篠原 和久    1:54:57 4 [123-5]                 群馬県勢多郡

10 JE0QBK  岡田 隆一    1:46:37 3 [12--5]                 長野県松本市
11 JE0GHG  石澤 正一    1:51:10 3 [123--]                 新潟県新潟市
12 JJ0EEO  藤巻 政雄    1:51:45 3 [123--]                 新潟県妙高市
13 JR0RZU  長谷川 哲夫  1:56:55 3 [12--5]                 新潟県新潟市
14 JE0BDY  大橋 武      1:42:43 2 [12---]                 新潟県中蒲原郡

 ** JA142708 三村 雅彦    2:25:35 4 [123-5] 失格 時間ｵｰﾊﾞｰ   神奈川県厚木市

一般女性の部（W21）クラス
順位 ｺｰﾙｻｲﾝ 氏   名 所用時間 裁定 失格理由 　学　　校

1 JQ1LCW  山上 淑子    1:51:25 4 [123-5]                 東京都稲城市
2 JH9VSW  岩坂 留美子  1:49:12 3 [12--5]                 石川県金沢市

 ** JF0REU  岡田 美和    2:46:57 2 [12---] 失格 時間ｵｰﾊﾞｰ   長野県松本市

TX数


