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大会
報告

最後の八田記念Ｏ大会

横田 実

平成 25 年 2 月 10 日 京都府・円山公園
KOLA 恒例の新春大会。今回は
京都のオリエンテーリング
界をリードしてきた八田氏
を偲んで開催されて名を冠
してきた大会も今年で最後。
故八田文夫先生を偲んで
八田記念の八田氏とは、京都府
におけるオリエンテーリングの
普及を古くからリードしてこら
れ、その発展に尽力された故八田
文夫先生のことです。税理士であ
った八田先生はもともとは山岳
関係の活動をされていて、オリエ
ンテーリングを知って以降、京都
府民オリエンテーリング教室を
活発に開くことなどを通して、そ
の普及に努められました。
その八田氏が 2003 年に亡くな
られてから名を冠した大会を開
催していましたが、１０年の区切
りとして今年が最後になったよ
うです。

円山公園でのスコアＯ

初めてのＳＩ紛失
走力がないのは自覚している
ので、登りは極端にスピードが落
ちてしまう。２２８番までは、順
調にいっていたのだが、予定して
いた２２０→２１９→２１７の
ルートをとらずに、つい２１９に
先に行ってしまったのが運の尽
き。２２０を取った後、２１７に
行こうとして、下りすぎてしい、
２１５に着いてしまった。ここで
チェックと思ったところ、指には
めていたＳＩを落としたことに
気づきました。
しかたなく、来たルートを戻ろ
うとしたのだがそのルートも外
してしまい、近辺をうろうろと探
し回る羽目に。「見つけた」と思
ったら小さな赤い実だったりと、
結局見つけることが出来ずに帰
還。残念ながら失格でした。
オリエンテーリングを始めて
２５年以上経ちましたが、チェッ
クカード時代も含めて、無くした
のは初めてのことです(-_-;)。

【成績抜粋】

今回は、祇園にある円山公園で
のスコアＯ。４５分の制限時間な
ので、作戦によっては、時間内に
全部回ってこれそうな微妙な線。
僕も、タイムオーバーを覚悟で全
部回ってくるつもりでスタート。
下の公園部分をまず回って、将
軍塚周りを南から登っていき、最
後は北側を下って戻る…という
ルートを想定して回り始めまし
た。

スタート地区の様子
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報告

関西学連 第３回定例戦

横田実

平成 25 年 2 月 11 日 京都府宇治市 太陽が丘
【成績抜粋】

希望ヶ丘・甲山と続いた定例
戦。今回は、宇治の太陽が丘
での第３戦。今回は、女学生
の運営が目立ちました(^^)/。
南北で特徴あるテレイン
この太陽が丘は、テレイン中央に
存在する柵によって大きく北部と
南部に分かれており、北部は微地形
を有する大きな尾根筋、沢筋が走る
山林部分を主とし、南部は遊具や岩
石等が点在するオープン、山林部は
総じて藪が多いのが特徴です。季節
柄走行可能度が良好な部分も見受
けられます。
今回のコースは公園の部分も山
林の部分も楽しめるコースとなっ
て、南の公園の部分は見通しも通行
可能度も良好で、気持ちよく走るこ
とができます。また、北の山林部分
は、細かな読図など少々技術を問う
要素を盛り込んでいました。

ＭＡ - 3.75km ↑225m
1
2
3
29

福井 直樹
岡本 耀平
寺田啓介
横田実

0:30:58
0:31:04
0:31:39
0:50:52

ＭＦ - 3.5km ↑175m
阪大OLC
鞍部同好会
鞍部同好会
ＫＯＬＡ

1
2
3

石川 智之
櫻井 創
伊藤 悠葵

0:32:58
0:33:06
0:34:48

阪大OLC
阪大OLC
阪大OLC

0:43:16
0:47:02
1:03:02

奈良女子大学
奈良女子大学
奈良女子大学

ＷＦ - 3km ↑150m
ＷＡ - 3.29km ↑200m
1
2
3

北川 仁美
藤原 愛
植松 裕子

0:44:20
0:54:59
0:55:12

OLCふるはうす
奈良女子大学
入間市OLC

1
2
3

増田 美穂子
郷田 侑希
伊藤 舞子

ＭＡＳ - 3.29km ↑200m
1
2
3

河合利幸
阪本博
村橋 和彦

0:39:05
0:42:26
0:50:10

OLCレオ
大阪ＯＬＣ
KOLA

急遽加えられたＭＡＳ
今回の大会では、当初存在しなか
ったＭＡＳクラスが、申込み者の要
望により作られました。ＭＡでは、
やはりちょっと長いかなという方
が多いのですね。
僕は、せっかくのテレインを楽
しむのにもったいないのでＭＡ
クラスに挑戦。
やはり北部の山林部で尾根を
読み間違って、手前で下ってしま
い時間をロスしたり、道走りで行
き過ぎてしまったりと、細かいミ
スがありましたが、楽しむことが
出来ました。
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報告

スプリントＯ in 神戸 １日目 奥須磨公園

横田実

平成 25 年 2 月 16 日 神戸 奥須磨公園
2 月 16 日・17 日と行われた
スプリント O in 神戸 2 日間
大会。公園テレインならでは
のコースも相まって寒い中、
熱い戦いが繰り広げられま
した。
雪が舞うテレイン
かなり以前にオリエンテーリ
ング用として作られた地図があ
ったようですが、今回はスプリ
ントＯマップとして完全リメイ
ク。素晴らしい地図に仕上がっ
ていました。
当 日は、天気 がいいもの の
時々雪が舞う気温の低い日。し
かし、選手たちは汗だくで走り
回っていました。
スタートは会場すぐ横。スタ
ート枠に入ってから、ＳＩのク
リア＆チェックをして、スター
ト準備。

ショートレッグの連続
僕が出たのは、ＯＡ。パークＯな
ので当然ロングと言えるほどのレ
ッグはなくてショートの連続とな
るのだが、うっかりしていると、方
向を迷ってしまう。
今回も、ついミスってしまったの
が、４番の 40 コントロールから。
素直に南の階段に向かえばいいの
に、いったん西方向に行ってしまい、
方向を見失ってしまった。

コースは、スプリントである
が、会場横を通るように設定さ
れ、ビジュアルとして観戦でき
るように設定され、応援として
も楽しめるものになっていまし
た。次々と横を走り抜ける選手
に声援が飛んでいました。

【成績抜粋】
ＭＡ
1 谷川 友太
2 長谷川 望
3 大久保雄真

2.6km ↑120m
25 OLCルーパー
16 東海高校
16 東海高校

0:15:53
0:17:26
0:18:06

ＷＡ
1 皆川美紀子
2 半田 博子
3 野澤 麻乃

2.2km ↑110m
31 みちの会
41 博多OLC
20 金沢大学

0:16:26
0:25:19
0:28:55

Ｍ３５
1 永瀬 真一
2 吉村 年史
3 杉本 光正

2.2km ↑110m
44 KOLA
40 北九州OLC
49 ＥＳ関東クラブ

0:19:04
0:19:19
0:20:53

Ｍ５０
1 齋藤 英之
2 田中 徹
3 阿部 昌隆

1.9km ↑90m
52 川越OLC
54 京葉OLクラブ
56 東京OLクラブ

0:15:28
0:16:19
0:17:01

Ｍ６５
1 前田 春正
2 塚田 元朗
3 鹿野 勘次

1.6km ↑80m
66 KOLA
73 京都OLC
65 岐阜OLC

0:20:25
0:21:16
0:22:44

Ｗ３５
1 山本 桃子
2 片山 保子

1.9km ↑90m
36 ES関東C
40 OLCふるはうす

0:20:14
0:26:36

Ｗ５０
1 山本 陽子
2 石田美代子

1.6km ↑80m
61 ES関東C
77 愛知OLC

0:29:06
0:41:19

ＯＡ（参考記録）
1.8km ↑95m
1 福田 雅秀 49 ふじみ野市
2 横田 実 49 KOLA

0:16:58
0:18:47

会場の様子

スタート地区
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報告

スプリントＯ in 神戸 2 日目 神戸総合運動公園

横田実

平成 25 年 2 月 17 日 神戸 神戸総合運動公園
スプリント O in 神戸 2 日間
大会の２日目。前日の奥須磨
と違い、スポーツ施設が集ま
る総合公園での開催。

道を見つけるのに一苦労
今回のテレインは、総合運動公園
ですが、高低差がありますし、自然
部分もあります。それをつなぐのが
遊歩道であり階段ですが、これが細
かい。

登り下りのテレイン
今回は、各競技場が集まる総合運
動公園。しかし高低差があり、途中、
道が鉄道の下を走る部分もあり、細
かい道を見る事が要求される。
余談になりますが、この公園は地
下鉄が新幹線の上を通る鉄道ファ
ンには見逃せないポイントで、新幹
線と地下鉄が一緒に写るというの
は、かなり貴重な絵になります。

スタート地区

番号がない！
さてスタート地区での話しです
が、ＷＡ・Ｍ３５クラスの地図でコ
ントロール番号の記載が無いこと
が、選手の指摘により発見。以下、
スタッフから聞いた対応を載せて
おきます。
……………………………
ただちに、このコースのスタート
を停止し、スタッフを動員し、地図
に手書きでコントロール番号を記
入。当然、この間スタートができな
いので、スタート時刻を 30 分遅ら
せることを通知。その後、競技を再
開しました。
番号の記載をしなかった選手も
含めて、記録はそのまま発表。調査
依頼がなかったので、そのまま競技
を終了としました。
これとは別に、フィニッシュ後に
競技者(2 名)に状況を聞き取り調
査、途中で気がついたが、その影響
は不明とのこと。夜に、該当者 3
名の方にメールにてお詫び（事情説
明）とともに記録とさせてもらうこ
とを連絡しました。
原因は、エクスポートしたコース
地図での操作ミスとコース地図の
確認漏れです（位置説明表、該当ク
ラスに照合、必要枚数等は確認済
み）。

前日に続き、この日も会場か
ら見えるビジュアル区間が
用意されていました。

【成績抜粋】
例えば２→３のコースですが、す
ぐ南側に階段があるのですが、じ
っとみないとわかりづらい。こう
いうのをいかに早く見つけられ
るかが、勝負ですね。

ＭＡ
1 松澤 俊行 40
2 谷川 友太 25
3 種市 雅也 16

2.4km ↑95m
静岡OLC
OLCルーパー
東海高校
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Result

上位３人の平均に対する相対(%)
タイム 巡航速度 ミス率
2013/2/3 第7回倉敷市福田公園パークオリエンテーリング大会at水島緑地福田公園
Ｓ（出走7名）
2.8km ↑10m
1 岩城 徹
0:16:36 広島ＯＬＣ
参 奥山 真輝
0:17:44 晴れの国岡山ＯＬＣ
2 福井 直樹
0:22:00
6 村上 澄代
0:46:01 ＫＯＬＡ
245.1% 184.8% 28.2%
2013/2/9 平成24年度京大京女府大新人運営オリエンテーリング大会at東山
ＭＡ（出走45名）
3.9 km ↑410m
1 寺田 啓介
1:01:35 いんろうOLC
2 奥村 理也
1:01:40 ウルトラクラブ
3 松尾 遼
1:04:51 京大ＯＬＣ
12 平山 友啓
1:18:12 KOLA
124.7% 116.9% 16.3%
26 永瀬 真一
1:43:57 KOLA
165.8% 135.2% 28.7%
ＭＡＳ（出走11名）
3.1km ↑340m
1 羽鳥 和重
0:53:39 川口OLC
2 市脇 翔平
1:01:30 紅萌会
3 村橋 和彦
1:32:40 KOLA
133.8% 114.2% 27.6%
2013/2/10 京都市民総体オリエンテーリング大会兼第10回八田記念オリエンテーリング大会at祇園恋し将軍塚
MA（出走14名）
45分 450点
1 奥村 理也
450点 ウルトラクラブ0:33:28
2 小川 丈影
445点 阪大OLC
0:42:37
3 木村 洋介
430点 大阪OLC
0:46:50 450点～減点20点
4 平山 友啓
425点 KOLA
0:45:40 435点～減点10点
横田 実
DISQ KOLA
MV(出走13名)
45分 450点
1 小野 盛光
390点 三河OLC
0:50:25 450点～減点60点
2 向井 清隆
365点
0:41:08
3 鹿野 勘次
360点 岐阜OLC
0:45:16 370点～減点10点
9 村橋 和彦
205点 KOLA
0:45:23 220点～減点10点
10 前田 春正
135点 KOLA
0:41:08
WB（出走4名）
45分 230点
1 坂田 博子
220点
0:44:20
2 村上 澄代
160点 KOLA
0:41:02
3 中森 楓
130点 ISOC
0:47:27 160点～減点30点
2013/2/11 関西学連第三回定例戦at太陽が丘
MA（参加37名）
3.75 km ↑225m
1 福井 直樹
0:30:58 阪大OLC
2 岡本 耀平
0:31:04 鞍部同好会
3 寺田 啓介
0:31:39 鞍部同好会
9 平山 友啓
0:37:01 KOLA
118.5%
29 横田 実
0:50:52 KOLA
162.9%
MAS(参加10名)
3.29km ↑200m
1 河合 利幸
0:39:05 ＯＬＣレオ
2 阪本 博
0:42:26 大阪ＯＬＣ
3 村橋 和彦
0:50:10 KOLA
114.3%
5 前田 春正
0:50:25 KOLA
114.9%

116.2%
148.1%

9.3%
16.3%

106.2%
110.9%

13.7%
10.8%

2013/2/16 スプリントＯ in神戸２日間大会１日目at奥須磨公園
MA（参加39名）
2.6km ↑120m
1 谷川 友太
0:15:53 OLCルーパー
0:17:26 東海高校
2 長谷川 望
3 大久保雄真
0:18:06 東海高校
24 平山 友啓
0:23:03 KOLA
134.5% 118.1% 20.9%
M35（参加6名）
2.2km ↑110m
1 永瀬 真一
0:19:04 KOLA
96.5%
92.8% 10.2%
2 吉村 年史
0:19:19 北九州OLC
3 杉本 光正
0:20:53 ES関東クラブ
M65（参加8名）
1.6km ↑80m
1 前田 春正
0:19:04 KOLA
96.5%
98.3%
9.4%
2 塚田 元朗
0:19:19 京都OLC
3 鹿野 勘次
0:20:53 岐阜OLC
B（参加6名）
1.6km ↑75m
1 土屋 武
0:21:09
2 田中 隆次
0:26:00
参 福井 陽貴
0:26:52
村上 澄代
DISQ
129.3%
OA（参加6名）
1.8km ↑95m
1 福田 雅秀
0:16:58
2 横田 実
0:18:47 KOLA
96.8%
94.8% 13.1%
参 土屋 武
0:22:29
2013/2/17 スプリントＯ in神戸２日間大会２日目at幸織部総合運動公園
MA（参加26名）
2.4km ↑95ｍ
1 松澤 俊行
0:15:38 静岡ＯＬＣ
2 谷川 友太
0:15:41 ＯＬＣルーパー
3 種市 雅也
0:16:23 東海高校
12 平山 友啓
0:19:23 KOLA
121.9% 115.7% 10.7%
M35（参加8名）
2.1km ↑90m
1 杉本 光正
0:17:08 ES関東クラブ
2 永瀬 真一
0:17:36 KOLA
97.2%
96.0% 10.2%
3 坂田 雄一朗
0:19:35
M65（参加10名）
1.6km ↑70m
1 鹿野 勘次
0:15:30 岐阜OLC
2 前田 春正
0:17:15 KOLA
99.6% 102.1% 10.3%
3 今井 信親
0:19:13 ワンダラーズ
8 村橋 和彦
0:25:02 KOLA
144.5%
96.9% 41.6%
B（参加6名）
1.5km ↑60m
1 阪本 博
0:12:02 大阪OLC
参 福井 陽貴
0:21:07
2 田中 隆次
0:24:11 三木市
村上 澄代
0:48:56 KOLA
256.0% 143.3% 56.9%
OA（参加9名）
1.9km ↑85m
1 福田 雅秀
0:15:52 川越OLC
2 横田 実
0:18:43 KOLA
104.9% 101.5%
9.7%
3 北川 太一
0:18:58 神戸市外国語大学
4 白川 努
0:21:12 KOLA
118.8% 113.3% 11.5%

2013 年 岸和田市民オリエンテーリング大会
４月の気候のいい時期に、公園で簡単なオリエンテーリングを楽しみませんか。公園
内なので、小学生だけでも安心です(小学生だけで回っても３０分程度の難易度です)。
ご家族連れやお友達どうしでお気軽にご参加ください。
【開 催 日】２０１３年４月２０日（土）

荒天中止

【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

【集合場所】岸和田市
【交

中央公園

管理事務所前グランド横広場

通】ＪＲ阪和線「久米田」駅

下車

徒歩約２０分

有料駐車場あり（第２駐車場が便利です）
【受

付】１４時～１５時

（スタート時刻は１４時１５分から）

【競技形式】ポイントＯ（Ｅカード使用）
【使用地図】ＫＯＬＡ作成「岸和田中央公園」縮尺１：４０００
【ク ラ ス】Ｌ（ロング）3.3km，Ｍ(ミドル)2.3km，Ｓ（ショート）1.5km
※・距離は予定です。
・各クラスとも１５時１０分までの順次のスタートです。
（リフトアップ＆パンチングフィニッシュ方式。バックアップラベルの使用はしません）
・希望があればスタート用ユニットを３つ用意しておきますので、
同時スタートのマッチレースも可能です。
【参 加 料】［事前申込］１人７００円（ただし高校生以下３００円）
新人歓迎企画としまして、大学生新人は３００円
ＫＯＬＡ入会希望者は無料！（今大会後に総会＆打ち上げがあります。）
※マイＥカードを使用する方は、３００円割引します。
［当日申込］１０００円（ただし高校生以下３００円）
※マイＥカードの使用はできません。
【振込先，申込方法】
(1) ゆうちょ銀行

店番：099 （〇九九 店）種別当座：当座

(2) ゆうちょ銀行

「郵便振替用紙」（青色の振込料振り込み人負担用紙を使用して下さい）

口座番号：0014158

加入者名：岸和田オリエンテーリング協会 口座番号：００９７０－７－１４１５８
(3) ジャパンネット銀行 普通口座 本店営業部 001-3833107 ヨコタミノル

振替用紙の通信欄やＥメールで以下のことをお知らせください。
E-mail

kola_osaka@yahoo.co.jp
（１）参加希望クラス
（２）氏名（ふりがな）
（３）住所
（４）電話番号
（５）性別
（６）Ｅメールアドレス（ある方は必ずお書きください）
（７）生年月日
（８）所属クラブ［学校名］
（９）マイＥカード番号［マイＥカード使用者のみ］

※大会当日に、事前に申し込みしなくても参加はできますが、準備の都合上、
できる限り申し込み下さるよう、お願いいたします。
【申込締切】２０１３年４月１２日（金）

［当日申込みも出来ますが地図に限りがあります］

※メール到着分は、４月１９日（金）午前７時まで受け付けます。
【問合せ先】〒596-0044 岸和田市西之内町２－２０
電話

0724-38-0260

E-mail

ＦＡＸ

寺田保

020-4664-7566（通信費 50 円程度必要）

kola_osaka@yahoo.co.jp

http://www63.tok2.com/home2/kola/
【そ の 他】・参加賞としてゴールにてジュースをお渡しします。
・プログラムの発送はありません。情報はホームページでご覧ください。
・各クラス３位まで、表彰します。
・表彰は、１５時３０分ごろの予定です。
・今大会は、ＫＯＬＡ杯授与の対象からは除外しています。
・次の５人の方は、今回の無料招待対象者です［敬称略］。
石黒文康、青柳紀子、福井直樹、野澤麻乃、佐藤政明
参加される場合は、事前にご連絡ください。
・運動の出来る服装、靴でご参加ください。
・コンパスは各自ご用意下さい。
（５０個までは貸し出しできます！）
・競技中の怪我、事故については充分にご注意下さい。
参加者が自分自身あるいは他へ与えた損害については、個人責任となります。
・今大会の成績や報告はホームページに公開いたします。
記載に関する要望については、主催者にご連絡ください。

競技関連規則類の改正の要点
1 月 12 日付で競技関連の規則類を改正しました。改正の要点は以下のようになります。
1. 対象：
•日本オリエンテーリング競技規則
•公認大会開催に関する規程
•競技者登録に関する規程、同施行細則
•コントローラ資格認定に関する規程、同細則
•公認大会エリートクラス出場資格規程
•日本オリエンテーリング選手権（個人競技、リレー競技）実施基準
•年齢別ランキング実施基準
•競技規則および関連規程等の運用に関するガイドライン
•全日本大会の開催と決定に関するガイドライン
•日本オリエンテーリング地図図式規程（JSOM2007）
•日本スプリントオリエンテーリング地図図式規程（JSSOM2007）
•コントロールに関する規程（JSCD2008）
2. 共通事項
•規則・規程の名称を、「規則」に統一
•「地図図式規程」を「地図図式」とする
•内容の変更を伴わない文章表現の修正
•文中で参照している規則の項番の修正
•誤字、脱字等の修正
3. 改正の要点（共通事項以外）
3.1 日本オリエンテーリング競技規則
•IOF 競技規則の改正に伴う変更 •コントロール識別番号のサイズ ： 高さ 50～100mm →
30～100mm
•提訴の時間制限： 1 時間以内 → 15 分以内
•コントロール位置説明の事前配布（配布はスタート地区、リレーでは事前配布しない）
•予選・決勝レース競技の説明追記（決勝のスタート順等）
•プログラムの記載事項の追加
•大会コントローラの権限事項の追加
•スタート間隔 •できる限り間隔をあけることとする
•複数のクラスが同一コースを走る場合の間隔： 20 分以上 → 10 分以上

3.2 公認大会開催に関する規則
•申請期限を大会開催の 6 カ月前までに統一（一本化）
•カテゴリ B/S では仮申請すれば、本申請期限を 3 カ月前に延長
•公認大会の取下についての項目を追加
•申請時期変更に伴う移行措置（規則の適用を平成 25 年度下期の大会からとする）
3.3 競技者登録に関する規則、同施行細則
•競技者登録日の定義

受付日

<<細則より本則に移行

•競技者登録の有効日 登録日の翌月から
•公認大会出場にはエントリー時点で有効であることを明記
•複数年登録

JOA は単年登録、会員レベルでは複数年でも可

3.4 コントローラ資格認定に関する規則、同細則
•「コントローラ資格認定に関する規則」の項番の振り直し
•講習会・研修会の受講資格を追加 •コントローラ、准コントローラの資格者
•競技委員会の推薦を受けた者
•更新資格 •経験・知識が十分であると認められる者の講習会免除を追加（救済措置）
3.5 エリートクラス出場資格規則
•日本選手権（ミドル）についての規則を分離

<<ロングとミドルを区別

•日本選手権（ロング）の M/W20E の資格 •当年度公認大会 M/W21A 上位で 20 歳以下の者を
追加
•取得した E 権が有効になる時期 3 カ月後 → 2 カ月後

<<競技者への配慮

•クラスを統合した場合の E 権資格のための順位の数え方を定義

<

•インカレが公認大会と同時開催になった場合の特例措置を規則化
3.6 日本選手権（個人）実施基準
•全日本ミドルはカテゴリ A / B ともに可と明記
•大会コントローラを「有資格者」から「登録した者」に統一
•全日本では大会コントローラ補佐を指名することが望ましいとする
※ 日本選手権（リレー）実施基準については、現在、見直し中。平成 25 年 3 月改正予定。
3.7 競技規則および関連規則類の運用ガイドライン
•規則、実施基準等との整合性を図るために修正
4. 適用
•平成 25 年 1 月 12 日改正、適用とする。ただし、年度に関わる以下の規則類を除く。 •
公認大会開催に関する規則

平成 25 年 10 月 1 日から適用

•競技者登録に関する規則・同細則

平成 25 年 4 月 1 日より適用

•日本選手権（個人）実施基準 平成 25 年 4 月 1 日より適用

以上

ＯＬカレンダー
年月日

大会名ほか

場所

3月9日

ナイトO

埼玉.

9月10日

日本学生選手権ミドル・リレー併設日光2日間大会

栃木.日光

9月10日

インストラクタ養成講習会[JOA認定]＜開催中止＞

埼玉.

3月10日

第22回高崎大会＜要項＞

群馬.高崎

3月10日

第1回大阪九条ロゲイニングマラソン＜要項＞

大阪.大阪

3月16日

阿倍野まちかどロゲイニング＜要項＞

大阪.大阪

3/16 -17

2013スキｰO北海道選手権兼[JOA]全日本選手権

北海道.留寿都村

3月17日

第18回クラブ対抗リレー

埼玉.比企郡

3月17日

第26回フォトロゲ小田原

神奈川.小田原

3月17日

第8回亀山市民大会

三重.亀山

3月23日

第29回金沢大大会

福井.坂井

3月23日

O-FORUM2013

福井.あわら

3月24日

[JOA]第39回全日本大会兼福井県民大会

福井.あわら

3月24日

第52回二本松大会

福島.二本松

3月30日

第4回里山ナビトレラン

滋賀.大津

3月30日

[JOA:S]パークOツァーin関西滋賀大会

滋賀.大津

3月30日

松本ロゲイニング2013

長野.松本

3/30 -31

JOA第3回トレーニング合宿＜要項＞

岐阜.

3月31日

奥武蔵レクロゲイニング2013

埼玉.

3月31日

フラワーウォーク2013

愛知.新城

4月6日

フラワーウォーク2013

愛知.名古屋

4月7日

ぐるぐるナビin奥武蔵(基礎編 I )＜要項＞

埼玉.

4月7日

スキーO安比高原大会

岩手.

4月7日

第18回野田周遊チャリロゲ2013

千葉.野田

4月7日

第32回サン・スーシ大会兼関東パークO・中井中央公園大会

神奈川.中井町

4月14日

第10回茶の里いるま大会

埼玉.

4月21日

第27回フォトロゲ日の出

東京.

4月21日

京都東山ナビゲーション講習会

京都.京都

4月21日

第69回岡崎市大会

愛知.岡崎

この大会情報は「森を走ろう！」サイトを利用して作成しています。

Aiming
なんか、ＯＬカレンダーを見ているとオリエンテーリングよりもロゲイニングの文字が多くなっている
ような…。ロゲイニングも楽しいのですが、なんか残念な気がするのは僕だけでしょうか。

