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オリエンテーリングを広め

るためには、まず、子どもた

ちの参加。そのためには、子

供会とか学校とかの行事で

オリエンテーリングを行い、

その延長で大会が近辺にあ

るのが一番なんですが…。 

 

■子供会とオリエンテーリング■ 
ＫＯＬＡの会員である寺田氏が役員

を務めていたので、関わりが始まった

大宮子供会でのオリエンテーリング大

会。子どもたちも楽しみにしていて、

始まる前にも「去年はこうだったよ」

とか前年の話しをしている子もいまし

た。これで楽しみを知った子が、次の

大会に参加してくれるのが一番なんで

すが、なかなか小学生が気軽に参加で

きる大会というのは近辺では少ないも

の。こういう場所で体験したことを生

かせるような大会を身近に作っていか

ないとだめでしょうね。 

 

■市長も拝見。凧揚げ大会■ 
オリエンテーリングの前には、冬の

間に作った手作り凧での凧揚げ大会。

デザインや良くあがった物とかに、

色々と賞が与えられていました。役員

の人が手分けして賞を決めているので

すが、毎年、岸和田市長も顔を出して、

市長賞も選んでいます。 

■みんなで走りまわろう■ 
 

５人一組でグループを作ってもらい、

今年は１２チーム対抗戦。今回はビン

ゴＯ。コントロールを１６個ぶら下げ

ていて、番号欄にクレヨンチェック。

縦横斜めのいずれかが並べばビンゴ。

運が良ければ４つでＯＫ。 

時間は２０分制限なのですが、最短

は５つだけをみつけて１０分程度でフ

ィニッシュ。 

 

■ぜんざいで体はポカポカ■ 
 

コースを回った後は、ぜんざいで体

を温めました。 

（横田 実） 

第 20回 大宮子供会凧揚＆オリエンテーリング大会 大会報告 
ＫＯＬＡ 

横田実 

2010 年 1 月 11 日 大阪府岸和田市 中央公園 
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大阪から、白浜近くにある新

庄総合公園へ。高速道路が延

びたこともあって、２時間弱

で到着しました。和歌山の大

会も時間的には近くなりま

した！。 

 

■ 新庄総合公園へ ■ 
 

和歌山県田辺市。「白浜温泉」といった

ほうが通りはいいのでしょうか。中学

生の部員５人と参加をしました。大阪

から、自動車で２時間弱。時間的にも

近くなり、高速代も 1000 円高速政策の

おかげで格安になりました。KOLA から

も僕を含めて５人の参加。個人クラス

は、さながら KOLA と ISOC の練習会と

いうかんじになりました。 

 新庄総合公園は、子ども連れで訪れ

るのには良い場所です。広場でも遊べ

ますし、遊具も色々なものがあって、

中学生ぐらいでも飽きないぐらいです。

うちの生徒は、芝生広場で走り回って

いました。 

［初心者への説明の様子］ 

 

■スコアＯでの作戦は？■ 
 

 今回は、Ａクラス２５分でのスコア

Ｏ。地図を１分前に渡されるので、そ

れを見ながらの作戦タイム。大きく左

回りか右回りかを選ぶのだが、僕は右

回りを選択。 

 スタートと同時に北に向かって走り

出す。生徒２人もついて来た。ところ

が、思わず階段を上りきってしまった

ために、最初から沢を降り直すロスタ

イム。公園内での直線が主となるが、

花壇もあるのでそれをまわりながらに

なる。 

 １１０点のコントロールをどれだけ

とるかにかかっていたのだが、１３１

のコントロールが、思った以上に下部

にあって、ここでも探し回ってしまっ

た。時間があれば、南のほうも時計回

りにとっていこうと思っていたのでだ

が、やっぱり走り切れなかったので断

念して、途中の東屋から北に向かって

抜けていく。 

 広場に戻っていくときに時間も残り

少なくなったので、広場回りのコント

ロールを拾っていき、フィニッシュに。

残り数秒というところで、なんとか減

点なしで帰還できました。 

［アクティベート中］ 

 

 

 

 

 

■ 久々の副賞ゲット ■ 
 

参加人数も少なかったこともあり、今

回は久々に上位クラスでの２位での入

賞。副賞もついていて、せんべいと梅

干しのセットを頂きました。 

 

■ もっと和歌山で！ ■ 
 

和歌山県民大会ということもあって、

地元田辺市からの参加も結構ありまし

た。子どもたちも楽しそうに参加して

いましたし、いい公園マップなので、

こういうところでどんどん大会が開催

されればいいですね。 

 

（横田実） 

  副賞に梅干しとせんべい 
大会報告 

ＫＯＬＡ 

横田実 

平成 22 年 1 月 17 日 和歌山県民オリエンテーリング大会 



１月のオリエン参加記 

平山 友啓 

■1 月 3 日 ＫＯＬＡ新春大会＠大泉緑地(堺市北区) 

今回初めて計セン（補助）を担当して、Ｅカードの運営になれていないこともあり、戸惑

うことも多々ありましたが、次回にこの反省を活かせればと思っています。 

コースは試走した感じだと、今までにないレッグが組み合わされていて、使い古されて

いる公園ながらも、新鮮な気持ちで走ることが出来ましたが、参加者のみなさんはどう

感じたのか、気になるところです。 

 

■１月 11 日 大阪ＯＬＣリレー練習会＠みのお(大阪府箕面市) 

最近、パークＯ全盛という感じで山の中でオリエンする機会が少なくなってきたので、

大阪市大ＯＬＣのＯＢ方を誘って参加しました。久しぶりの山のオリエンにしては、大ツ

ボリすることなく無難に回ることが出来ましたが、走力のない自分にとってみのおのア

ップダウンは堪えました。 

 

■１月 17 日 和歌山県民大会＠新庄総合公園 (和歌山県田辺市) 

東岸和田駅で車に乗せてもらうにあたって、8 時 32 分着の電車で行ってもよいと連絡

がありましたが、高槻からだと乗り継ぎの都合上その電車に乗ることができず、20 分

弱ほど早くついたので、散歩がてらにあたりをうろついていました。東岸和田駅前は再

開発の真っ最中で、電車も高架になるようです。１つ隣の快速停車駅である和泉府中

でも再開発の真っ最中で、両駅前ともバブル期に計画していたものが内容を変更して

やっと動き出したようです。 

会場となる田辺市は２年前に阪和道が南紀田辺ＩＣまで開通してアクセスが便利にな

りました。途中のみなべＩＣまでしか開通していなかったときは、大会に参加するために

だいぶ早起きした記憶があります。 

今回は制限時間 25 分のスコアＯということでロゲインのときのように回り方をしっかり

と考えないといけないなと思っていましたが、地図を渡されてスタートまでの1分間で、

うまく回り方を決められないままスタート。とりあえず、一筆書きになりそうな取り方をし

ていると、１２３あたりで、東側の高得点ポイントを取りに行っていないことに気づきま

したが、ここから取りに行くとかなり時間のロスになりそうだったのであきらめることに

しました。結果的にはこれが奏功したようです。 



Result 上位３人の平均に対する相対(%)
タイム 巡航速度 ミス率

2010/1/17 ～平成21年度和歌山県民大会at新庄総合公園
ＭＡ（参加7名）

1 平山　友啓 1270点

2 横田　実 1020点

3 永瀬　真一 980点

4 前田　春正 900点

5 寺田　保 730点

7 坂辺　祐貴 510点

B（参加10名）

1 山本　智子 710点

2 吉田　蛍子 700点

3 横尾　夏未 700点

9 中森　哲平 90点

10 辻野　真幸 90点

2010/01/31　第２回オリエンテーリング昇竜杯at愛知こどもの国
Ｒ２(出走17名) 4.8km ↑300m
1 宮西　優太郎 0:48:10 東海中高
2 宮崎　敦司 0:54:00 大府市
3 大野　聡生 0:56:18 東海中高
11 前田　春正 1:20:27 ＫＯＬＡ 152.3 146.4 10.0

S-105-107-119-110-116-117-128-118-137-134-133-126-135-136-127-
124-123-122-121-113-120-111-114-115-112-108-106-F

S-102-109-106-108-112-111-114-120-113-121-122-131-132-
125-126-136-124-123-116-117-128-118-105-107-104-103-F
S-105-107-119-110-118-128-117-116-124-123-135-126-127-
137-134-133-112-114-115-108-104-103-F
S-119-118-128-137-134-133-127-126-125-132-131-122-121-
113-120-111-F<減点100>

S-104-107-119-110-105-F<0:06:37>

S-104-107-119-110-105-F<0:6:44>

S-130-78-103-79-101-80-102-77-40-33-74-60-32-31-F

S-105-107-119-110-118-128-117-137-133-116-111-106-102-
103-104-F

S-102-109-106-111-120-113-121-122-114-112-116-117-127-
134-118-128-119-110-105-107-104-103-F<0:25:25>
S-102-109-106-111-120-113-121-122-114-112-116-117-127-
134-118-128-108-110-119-105-104-103-F<0:26:22>



オリエンテーリングしたことのある都道府県 

 
永瀬 

 
 O-Newsに、オリエンテーリングしたことのある都道府県という記事(*)があっ
たので、私もやってみました。 
   *http://www.o-news.net/2010/01/orilabo-11.php 
 
①行ったことがない都道府県 
  沖縄県 
 
②通過のみしたことがある都道府県 
  青森県：トワイライトエクスプレスで北海道へ行ったときに通過 
  山形県：２回通過。いずれも変なルートで仙台へ行ったときに通過 
      （福島→山形→仙台。新潟→鶴岡→新庄→鳴子温泉→仙台） 
  佐賀県：４回通過。長崎への行き帰りに通過 
 
③行ったことがある都道府県（オリエンテーリングはまだ） 
  岩手県、福島県：両県とも毎年大会は開催されていますが・・・ 
  鳥取県：大会ないですね。近い割に行ったことは１回 

2000年蒜山高原ウエスタンカップリレーの前日に、前田さんの実
家に泊めていただいたときです。 

  香川県、徳島県、愛媛県、高知県： 
      愛媛県は大会あります。他は難しそうです。 
  大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 
      長崎県は大会開催されています。他は、難しそうです。 
 
④オリエンテーリングしたことのある都道府県（年は暦年） 
  北海道：2008年全日本 
  秋田県：1993年O-CUP 2Days 
  宮城県：2001年全日本 
  栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県： 
      大学時代に網羅（この中では、茨城の２回が少ない方） 
  新潟県：こちらも大学時代に参加。去年の全日本リレーは1７年ぶり 
  富山県：1993年富山大大会 
  石川県：1998年東日本大会そして、2007年全日本リレー、2008年ＣＣ７ 
  福井県：1993年東日本大会そして、2009年福井県民大会、公認下宇坂大会 
  山梨県：大学時代は夏合宿でお世話になる。1997年全日本（富士吉田の自

衛隊演習場が思い出深い） 



  長野県：大学時代は夏合宿でお世話になる。その後、クラブカップで何度も 
  静岡県：1991年全日本、1992年APOC、2005年全日本他 
  愛知県：初めてなのは1999年と遅い方。その後、世界選手権プレ大会等多

数 
  岐阜県：1991年インカレ。その後、「根の上高原」「東濃牧場」「椛の湖」と

クラブカップのイメージが強い。 
  三重県：1994年全日本が初めて。「青山高原」「四季のさと」とリレーのイ

メージが強い 
  滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県： 
      おなじみなのでコメント省略 
  岡山県：1993年吉備路ナイト＆デイ大会が初めて。西日本、ウエスタンカ

ップ(蒜山)、全日本リレー(白石島)とバラエティ豊か 
  広島県：1994年広島大大会が初めて。こちらも全日本大会、ウエスタンカ

ップ、スコラ高原大会 
  山口県：1994年山口大大会１回のみ。カルスト地形の秋吉台は未経験 
  島根県：1993年の全日本前日の中九四学連リレー＆翌日の全日本 
  福岡県：1994年西日本大会の前日（企救岬）が初めて。その後、全日本も 
 
以上、オリエンテーリングをしたことがあるのは31都道府県です。この部門、Ｋ
ＯＬＡのトップは、前田さんでしょうね。 

 



近畿 OL 連絡会議事録 

日時  ：2010年 1月 23日(日) 13:35～17:00 
場所  ：尼崎小田体育館 会議室 
主管  ：OLP兵庫 
司会  ：山本（OLP兵庫） 
事務局 ：橋本（OLP兵庫）、谷垣（OLP兵庫） 
出席者 ：楠見（和歌山県協会）、金谷・加納（朱雀 OK）、尾上・豊島（兵庫県協会）、野澤（大阪 OLC）、幸原（関西

学連）、宮本（京大）、河合（OLC レオ）、佐藤（京都 OLC）、平島（JOA 近畿ブロック）、西村（関西地図
作製所）、大島（滋賀県協会）、吉田（京都府協会）、小野（JOA 東海ブロック）、阪本（大阪府協会）、三上
（福井県協会）、辻村（コンターズ）、土屋（ふるはうす）、吉岡（OLC吉備路）、前田（岸和田 OLA）、四辻
（阪大）、山里（みやこ OLC） 

配布資料：議題（案）、今後の行事予定、ＪＯＡ情報 
 
内容  ： 
１．参加団体よりひとこと（各団体） 
２．今後の行事予定紹介と調整 
（辻村）表に関東の Big大会が抜けている。 
（山本）追加した今後の行事予定を議事録と一緒に送付する。 
 
３．各団体提案の議題 
【確認決議の提案】：「近畿ＯＬ連絡会での日程調整の結果は尊重する」ことを連絡会参加団体全員で確認したい。 
                    （大阪府ＯＬ協会） 
（阪本）夏の連絡会でも同じような話があった。かつて大阪でぶつかった。 
        今回 12月学連がパーク O兵庫にぶつけた。前回 OL連絡会主催者が日程調整を無視するのはどうか。 
（幸原）経緯：１０，１１月は日程が埋まっていて開催できる日がなかった。土曜

開催、年末開催は参加者、運営者の関係で不可能。翌年開催はウェスタン

カップ運営で無理。重なった団体に連絡をし忘れた。学連の中でも今後こ

ういうことがないよう（連絡忘れ）注意すると確認した。 
（加納）あいさつがあればこのように大きい問題にならなかった。 
（山本）学生は継続性が難しい。引き継ぎをちゃんとしてほしい 
（豊島）事情はわかるが、連絡だけでも入れてほしかった。 
（金谷）一般の学生は調整をしていることを知らない。伝える必要。 
（尾上）学連と一般のクラブの連携が少ない。学生の一般の大会への参加が少ない。JOAと日本学連でも同じ。 
（阪本）学生だけの問題ではなく我々全員の問題としてここで日程調整している意義を確認してほしい。 
（山本）議事録で確認したということでいいのでは。調整とは違うが大会日程は

Orienteering.comに載せることでみんなに認知される。連絡も来やすい。 
（楠見）開催時期が決まっているミドルは早く開催を決めることができるはずである。 
（辻村）要項、プログラム、様々のスケジュールがどんどん遅れている傾向がある。 
        こういうことが関係あるのかも。 
（辻村）別件だが、近畿ＯＬ連絡会の連絡が文書でなかった。 



（山本）辻村さんの指摘で気づき、文書での連絡を希望している団体には近畿ＯＬ連絡会の案内を送った。 
 
【議題 1】 ウェスタンカップ次回開催担当の確認（朱雀 OK） 
次年度のウェスタン開催の持ち回りを確認したい。（どこにも順序が明記、明文化されていないため） 
おそらく京都府であると思われ、そうであるならば朱雀で引き受ける準備がある。 
京都府協会内では他団体との意思確認は済み。 
（金谷：提案者）ウェスタンカップの決まり方がわからない。 
        ウェスタンカップの申し合わせ事項全文（改正されたところだけ

ではなく）を議事録につけてほしい。 
＝持ち回りの順番の確認＝ 
（野沢）みやこの坂本氏の希望でまとめることが決まっていた。10回までの歴史は大阪 OLCから渡

している。そのままになっている。みやこ OLCで確認してほしい 
（山本）当初は運営能力がある、兵庫、大阪、学連、京都の持ち回りで開催していた。最

近は、上記４団体に割り込む形で開催する場合がある（岡山、広島、滋賀など） 
（山本）申し合わせ事項を議事録送付時に一緒に送付する。 
 
※参考 最近１０年間の担当 
  1999年度 京都 2000年度 岡山  2001年度 兵庫  2002年度 大阪 
  2003年度 学連 2004年度 京都  2005年度 兵庫  2006年度 広島 
  2007年度 滋賀 2008年度 大阪  2009年度 学連 
 
【議題 2】 関西地区における大学クラブの消滅危機に関する提案（朱雀 OK） 
＜背景＞ 
ふるはうすの土屋氏によるＯ－ＮＥＷＳへの投稿にもあったが、現時点で関西学連

の加盟大学において現在１回生の新入部員が定着しているのは京都大学と奈良女

子大学だけという。そのような状況下、京都橘大学オリエンテーリング部も廃部の

危機に陥り、先日同大学ＯＧから複数の社会人クラブに支援・協力の要請があった。

橘の場合は、新入部員がいないまま、突然上回生が退部し、卒業間近の４回生のみ

となってしまったため、いきなり存続の危機に瀕してしまったという状況であるよ

うだ。大学クラブについては、本来関西学連の問題である。しかしながら、大学ク

ラブは我が国におけるオリエンティアの主要な輩出源であり、大学クラブが消滅し

てしまってからでは、手を差し伸べようにもどうにもならない状況になってしまう。

少人数になってしまった大学クラブ、また幹事が単年度で代わらざるを得ない学連

の状況を考えると、学生サイドの動きを待っているだけでなく、積極的に学連と社

会人クラブが関わりあい、その中で様々なことを模索していく必要もあるのではな

いだろうか。ついては、朱雀 OKとしては、社会人クラブによる大学クラブ活動へ
の支援として下記の提案を行う。各クラブ、関西学連・各大学クラブにおいても是

非、前向きに検討して頂きたいと思う。また、これらの取り組みは資金難にある日

本学連の賛助会員募集要請に対しても、間接的に寄与できるものと考える。 
 
 



＜提案事項＞ 関西地区の大学クラブの新入部員獲得・定着支援 
 
(1)新歓期に社会人クラブ運営によるオリエンテーリング体験会を開催し、学連加
盟大学に新入部員勧誘やオリエンテーリング体験の場として活用してもらう。  
(2)入部後の学生オリエンティアへのケアの一環として、O-関西、もしくは新たな
メーリングリストを利用し、遠征時の同乗者募集など、学生と社会人の情報共有が

できるシステムを構築する。 
 
＜具体的内容＞ 
(1)体験会の運営 
学生の人数が減っているため、新入部員勧誘に対する上回生の負担が大きくなって

いると思われる。学生の負担軽減のため、運営面を社会人クラブが担い、学生には

新入生のアテンド・ケアに注力してもらう。社会人クラブでオリエンテーリング体

験会の運営を行い、新入生のアテンドは学生（上回生）が行い、その後、学連側で

懇親会を持ってもらう。運営はできるだけ省力化して、負担にならないものとする。

できるだけ体験の機会を多く持ってもらう狙いもあるため、複数回開催が望ましい。

また、学生側は学連行事としてとらえ、積極的に活用・参加をしてほしい。 
具体的な運用用方法としては、社会人クラブの代表者数名と学連代表者で協議会を

設立し、日程や運営クラブなどの詳細を詰めていくこととしたい。 
 
(2)メーリングリストの活用 
関西オリエンティア向けメーリングリストに学生も社会人も参加することにより、

例えば遠征時の車の同乗者募集情報など共有することなどにより、社会人との同乗

による学生の遠征費負担軽減、学生・社会人間の親睦強化という支援も可能ではな

いかと考える。また、これは、学生・社会人の間だけでなく、社会人同士でも関係

強化にもつながると考える。 
 
学生の現状：新歓時期の体験会 
（幸原）3月に学連で集まって調整する。体験会は京都で開かれることがほとんど。
京大以外では運営能力が厳しいのが現状。できれば近場であればありがたい。（大

阪、奈良から京都へ行くのは難しい） 
（西村）社会人がコーチなりをして中から変えていかないと根本的な改革にならな

い。阪大では朱雀の後藤さん（東北大 OB）がコーチに入ってくれている。 
（幸原）大会がないとき、いかないときに練習会を開いてくれる。東北大学は人数

が多いのでノウハウを聞いたりしている。 
（大島）学生側からどのようにコーチにアプローチしたらいいかわからないのでは

ないか。 
（幸原）今の学生からみて年の近い、やる気のある OBがいない。 
（野沢）かつて阪大の構内マップを作りたいということで大阪 OLCが協力したこ
とがあったが、関係を続けられなかった。 
（河合）新人勧誘はノウハウは教えることができるが、OB,OG でも禁止されてい



る場合があるので直接助けることはできない。 
（西村）体験会等の応援が必要なのは大阪、奈良など。京都は自力でできる。 
（大島）女子大生は高学歴な人と知り合いたいというよこしまな気持ちではいって

くるものもある。こういうことも利用すればよい。 
（金谷）学生から事前にいついつにどこどこで体験会があったらいいないと希望を

だしてくれれば、地域クラブでも受けられるのでは。インカレ後では少し遅い。 
（宮本）学生はインカレまでは動きずらい。京大では新人勧誘のビラ作りとかは始

まっている。 
（小野）ビラ作りのノウハウは継承されているのか。 
（四辻）阪大では東北大のノウハウも教えてもらう。 
（西村）開催地図製作所でキャンパスマップ作製した。奈良女では有効活用された。

橘では学生とコンセンサスがとれず、使われなかった。立命館大ではいらないと言

われた。 
（西村）学生から提案が出てくれば、協力してくれる社会人は多い。 
（野沢）関西学連、学生の意思を確認したい。独断でもいいから強い意志を持って

やってほしい。 
（河合）勧誘する方の数も大事。個々の大学で勧誘している状況ではない。 
（土屋）社会人も新たな会員の獲得を学生出身に頼っているところがある。衰退は

自分たちの問題でもあるので、学生さんにも理解してほしい。 
（野沢）関西学連はお金を持っているらしい、もっと有効に使うべき。 
（小野）大学クラブに入ってくる経験者は少ないのか？ ＝＝＝少ない。 
（平島）JOA普及費を使うこともできる。 
（金谷）社会人は支援する意志はある。関西学連として考えてほしい。 
（河合）ウェスタンカップの運営の後に少し話してほしい。 
（阪本）昨年も同じような話があったが、動かなかった。今回動かないと、手遅れになる。 
（幸原）誰に連絡すればいいでしょう。 
（山本）今回の名簿を更新するので使ってほしい。 
（金谷）O-Kansaiメーリングリストはどうなっているのか？ 
（阪本）ほとんどメールがない。 
（大島）O-Kansaiをもっと活用すべき。このメンバーがみんなはいるようにしたら便利になる。 
（尾上）連絡会としてのメーリングリストを立ち上げるのがいい。 
（山本）近畿ＯＬ連絡会名簿の連絡先になっている人は、メーリングリストに登録

することにする。メーリングリストは適当なものをこれから探す。メーリングリス

ト参加に問題があれば各自で抜けて欲しい。 
 
2【意見交換】 
「大学クラブの地盤沈下に対して、社会人クラブが何かできることはないか」（関西地図製作所） 
・最近、あるいは過去における、各クラブへの非オリエンティアの加入事例を教えてください。 
・それを踏まえて、今後社会人クラブ・学生クラブが一般の方々に対する新歓活動

を積極的に行うためにはどのよう 
 な取り組み・制度が必要でしょうか。 



 
（小野）三河 OLCでは大会に参加してきた人でやる気ありそうな人を勧誘したら
1年で二人くらいはいった。 
（山里）みやこ OLCでは教室を毎年やっている。ローカル紙に広告。来てくれた
人に勧誘。数年でふたりくらい。 
（吉岡）岡山、中国地方には大学クラブがない。新聞などで知って大会に参加して

くれた人を勧誘している。 
（加納）ルーパーではアドベンチャー、自衛隊から来た人がいる。アウトドアの人

を引き込めばそこから芋づる式に人が来る。 
（金谷）ロゲインではオリエンティア以外（トレイルランとか）から来ている。 
（三上）福井県では公園で年数回大会をやっている。子供向けのコースが重要。大

人も引っ張ってくれる。Nクラス、キッズを充実させる。 
（西村）初心者クラスを作っても来てくれない。 
（大島）同じところで同じことを繰り返すことに価値がある。 
（佐藤）大会やっているとき通りすがりの人を誘ったら、やってくれるケースがあ

る。人がたくさん集まる場所で繰 
    り返しやることがよい。 
（土屋）JOAの人に、方法論を開発してほしい。 
 
４．JOA報告（平島） 
・アジアオリエンテーリング選手権大会 
・JOA新法人への移行について 
・競技規則改定について 
・ふるさと登録について 
・広報・普及活動 
・アンチドーピング活動 
 
５．パーク O関西について（平島） 
・参加費値上げ 1200円→1300円、年間 4500円→5000円 
・奈良県で実施の場合は上記参加費は見直す。 
・女子のクラス分け：W40では高齢の人にチャンスがない。 
 男子も含めて全日本リレーに準じて、次年度から分ける方向 
 2～3月中に日程も含めて決定し、連絡する。 
・事務局変更：平島→楠見 
 
６．次回 近畿ＯＬ連絡会の日程と担当団体確認 
次回の近畿ＯＬ連絡会（夏）は、関西学連主催で実施する。日程は現時点では未定。 
（山本）学連が 2回に 1回は負担ではないか？次回考えた方がよい。 
（幸原）学連の事務局は近畿ＯＬ連絡会の開催がメインの仕事なので大丈夫だと思う。 
 
－ 以 上 － 



ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

2/20 第2回OSJ鎌倉ロゲイン 神奈川.鎌倉

2/20 -21 学生オリエンテーリング滋賀2日間大会([JOA:B]含む) 滋賀.大津

2/20 　[JOA:B]第15回京大・京女大大会 滋賀.大津

2/21 　第26回ウェスタンカップリレー 滋賀.大津

2/21 第14回クラブ対抗リレー 埼玉.吉見町

2/21 全日本のための強化講習会 福岡.北九州

2/21 沖縄ロゲイニング2010 沖縄.名護

2/27 村山口登山道リニューアル記念＆FUJI2010プレイベント 静岡.富士

2/27 レク祭りin桃太郎アリーナ(オリエンテーリング体験あり) 岡山.岡山

2/27 -28 北欧の杜公園スキーO大会2010 秋田.北秋田

2/28 東京都選手権大会 東京.八王子

2/28 静岡大学大会、併設市民イベント 静岡.静岡

2/28 平成21年度光と風の丘公園パークOの集い 茨城.美浦村

3/6-7 スキーO北海道選手権＆スノーゲインルスツ大会 北海道.留寿都村

3/7 第34回千葉OL協会大会NEW 千葉.袖ヶ浦市

3/12-14 日光インカレ2009 栃木.日光

3/13 -14 日光2日間大会[申込] 栃木.日光

3/14 平成21年度岡山県民大会 岡山.加茂郡吉備中央町

3/21 [JOA]全日本トレイルO選手権 神奈川.茅ヶ崎

3/21 森林公園初心者大会 静岡.浜松

3/27 ナビゲーションセミナー 埼玉.日高

3/28 奥武蔵レクロゲイニング2010[申込] 埼玉.日高

3/28 亀山市民大会＜IE限定です＞ 三重.亀山

4月/日付未定 TREKNAOフォトロゲ@秩父札所 埼玉.

4/4 WOC2010選考会ロング 1/0

4/4 第3回正木山トレイルラン假谷国明杯NEW 岡山.総社

4/10 岸和田市民大会 大阪.岸和田

4/10 WOC2010選考会ミドル 1/0

4/11 WOC2010選考会スプリント 1/0

Aiming
寒い日が続きますが、そろそろウエスタンカップが近づいています。リレーなので、みんなで
楽しむにはうってつけ。みんなで頑張りましょう。

※この大会情報は「森を走ろう！」サイトを利用して作っています。


