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りんご大会？青い森鶴の里 2Days オリエンテーリング大会参加記

永瀬
３連休（10/10～12）を利用して、初めての青森県でのオリエンテーリング大
会（青い森鶴の里 2Days で３レース）に参加してきました。
当日出発で間に合う飛行機は確保できず、前日10/9（金）の夜行バス（贅沢
してプレミアドリーム号）で、いったん東京へ移動しました。
翌朝の東京駅での乗り換え時間は十分に確保（53分）していたつもりなので
すが、到着が遅れ（３連休でも、都心方向は逆方向だからと甘くみていました。）、
ギリギリの5分乗り換えとなりました。出張等で東京駅の利用をしているので、
それなりに把握しているつもりでしたが、バスの到着する日本橋口からだとJR
東日本改札が、あんなに奥まったとこにあるとは初めて知りました。いったん在
来線の改札に入って新幹線乗換口の長蛇の列を見たときは、間に合わないと
あきらめかけましたが、幸い切符売り場への列で、乗換改札口の列は伸びてい
ましたがなんとかなり、ギリギリ所定の列車（はやぶさ）に間に合いました。はや
ぶさは、全車指定席で自由席がなく、次の列車利用とはいかず、１日目の大会
に間に合わないところでした。はやぶさは、順調に新青森駅へ。
新青森駅からはレンタカーで道の駅での昼食経由で弘前市役所横の駐車場
へ移動。弘前市内に思いのほか時間がかかってしまい、駐車場時点でスタート
25分前でした。駐車場から会場はプログラムによると徒歩20分。会場からスタ
ートまでは5分。既に着替えていたとはいえ、会場でのゼッケンのピックアップ＆
装着を考えると余裕時間なし。駐車場から会場まで頑張って走りました。しかも
会場直近で痛恨のルートミスもあり（駐車場から会
場までのテープ誘導はなし）、会場についたときは、
既に本日の１レースを走り終えた気分でした。
１レース目は、弘前城でスプリント。お城でのオリ
エンテーリングは、大阪城、明石城についで３城目。
これまでの２城より登りが少なく気持ちよく走れまし
た。参加賞は「りんご」でした。
レース後は、五所川原のビジネスホテルへチェッ
クインした後、津軽鉄道に乗ってきました。
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翌日は、津軽富士見荘に会場を移して、２レース。まずは、津軽富士見湖周
辺でのスプリントレース。前半は林＆森の中で結構難しく、スプリントというより
ミドルのショートコースの印象を受けました。ラス前のコントロールは、鶴の舞橋
（日本一長い木造のアーチ橋）上にありました。管理が厳しいところだとこういう
橋は、オリエンテーリングで走ることに難色を示されそうですが、旧マップもある
ようなので、青森県オリエンテーリング協会が良好な関係を構築されているの
でしょう。２レース目もレース後は、参加賞として「りんご」をいただきました。
２レース目と３レース目の空き時間は、まず、道の
駅「つるた」で開催されていた第3回スチューベンぶ
どう祭りに行きました。会場では、海鮮お好み焼きを
食べ、「生搾りスチューベンジュース」を飲んできまし
た。その後は、会場に戻って、吉田勉さんの「コース
設定の原則」のミニ講習会を受講しました。
最後のレースは、メインのミドルディスタンス。
5.0km でアップが 95m。アップ 2%なんて、関西ではパ
ーク O 以外では巡り会えません。コースは、りんご畑の間に残る林の中をつな
ぐコース。道の両側に、鈴なりのりんごがある区間もあり、地元の理解あっての
コースでした。３レース目の参加賞ももちろん「りんご」でした。
頑張れば当日中に帰阪できたのですが、ホテル代を考慮しても、翌日の朝便
の方が、チケットが安かったので、さらに１泊して、翌朝の飛行機で帰阪しまし
た。
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報告

第２０回京大京女大会

横田実

平成 27 年 10 月 18 日 京都市 大文字山
麓では祭りも開催されてい
麓の祭りも
フィニッシュからの帰りは、途中
た中行われた第２０回大会。
地元の祭
今回は、第１回大会で使用し
りで混雑
た「山紫水明東山」をリメイ
していま
ク。
して、テ
好天での開催
ープ誘導
も分から
なくなっ
ていまし
たが、しっかりと誘導係もいてくれ
て迷子にならずにすみました
(^_^;)。

今回は、文字山での開催というこ
とで、会場となっていた市民活動セ
ンターの前には、会場前に多くの人
が待っていました。
僕も生徒４人と参加。ただし、ス
タート地区がＯＡとＯＢでは異な
るために、生徒の後を回るつもりで
ＯＢでの参加としました。

Ｂのコースは道沿い中心
スタート地区までは、大文字山の
西側をてくてく町中を歩きます。か
なり登ったところからスタート。さ
すがに、Ｂクラスは道中心が多かっ
たのですが、生徒には久しぶりの山
でのオリエンテーリングというこ
とで、少々迷ったところもあったよ
うです。という僕自身も、迷ってい
る生徒を見守るつもりで参加した
のですが、いざスタートしてしまう
と、ついつい先にいってしまいまし
た。
参考に載せたのはＭ２１Ｅの地
図。上部には優勝した松下氏のルー
ト図の一部を載せています。

スタート地区の様子

orienteering magazine 2011.10
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芸術の六甲ロゲイニング

報告

横田実

平成 27 年 11 月１日 兵庫県 六甲山
毎年恒例になってきた六甲
山での秋のロゲイニング。ク
ラブカップと日程が重なっ
ていたのですが、クラブカッ
プに参加できなかったので
こちらに参加。
芸術のロゲイニング
第４回を迎え、秋の恒例行事と
なりつつある六甲山頂でのロゲ
イニング大会。この大会は、この
時期に六甲山で繰り広げられて
いる芸術祭「六甲ミーツ・アート
芸術散歩 2015」と組み合わせて
行われ、ポイントの多くがこの芸
術祭に出品されている作品にな
っています。

ゆっくりと回って

したデータが壊れて
しまい、載せれない
のが残念です。

３０分残してのフィ
ニッシュ
各場所に設置して
いる芸術作品を堪能
し、景色の良い場所
でゆっくり弁当を食
べ、のんびりとしな
がら回ってきて、今
回は３０分以上の時
間を残してフィニッ
シュしました。
時間があれば表彰
式までいたかったの
ですが、前回は終わ
って帰宅したのが７
時を過ぎていたので
今回は早々と帰宅し
ました。

この大会は、六甲山を走るバス
の乗車もＯＫ。スタート１５分前
に地図が配られ作戦を練った後、
スタート後に会場でのバス乗車
券の販売もしていました。
我がチームは、中学生２人と僕
の３人。昨年の範囲
も考慮しつつ、のん
ハンモック体験も実施
びりとまわる近場
のコースを設定。ス
タートと同時に、て
くてくと回れ始め
ました。
地図があれば説
明しやすいのです
が、スキャニングを

地図を見ながら作戦を練ります。

orienteering magazine 2011.10
- 5 -

1

報告

雨の中の全日本リレー大会

横田実

平成 27 年 11 月 8 日 滋賀県 栗東市 こんぜの里
天に祈っていたのですが、当
いろいろな準備作業
大会当日は雨(-_-;)
大規模な大会になると、その準
一番気になったのが大会当日
日は時折激しい雨が降る悪
備のためにおおくの労力が必要
の
天 気 。「 晴 れ な の が 一 番 の 成
天候の中になってしまった
になります。
功」と思っていたのですが、残念
全日本リレー大会。やっぱり
その一つはなんといっても地
ながら１日中雨が降りしきる天
運営は大変です。
図作成ですが、現在では西村氏が
気となってしまいました。幸いな
滋賀県での開催
プロとして活躍してくれている
ことに、会場となった芝生広場が
本来なら国体の開かれる和歌
山県で開催する全日本リレー。で
すが、これだけ大きい大会を単独
でするのは近畿の府県でも厳し
いものがあり、今回和歌山からは
ブロックでの開催要請があり、近
畿ブロックで実行委員会を結成
して、テレインを栗東のこんぜの
里で実施することにしました。

森林組合の協力
やはり山を使うオリエンテー
リングとなると、大変なのが地主
との交渉。パークＯとは違い地権
者が複雑に入り組んでいて、個別
の交渉はほぼ不可能。今回はある
オリエンティアが金勝(こんぜ)森
林組合とパイプがあったためな
んとかテレインを確保すること
ができ非常に感謝しています。今
後も、有料でのテレイン使用につ
いて交渉しているところです。

ので今回もフルに活躍してくれ
ました。
しかし他の準備に関しては、ス
タッフとして僕自身も入ってい
ましたが、一部の人の比重が大き
かったように感じ申し訳なく感
じます。運営に関わった皆さんに、
本当に感謝いたします。
ただし、参加者として見たとき
には、いたらないところも見えて
くると思いますので、是非今後に
生かすためにも、色々なご意見を
ＪＯＡに対して出していただけ
ればと思います。

あまりどろんこ状態にならずに
すみましたが、それでも冷たい雨
の中で１日過ごすことになって
しまいました。
しかし、レース展開は上位が入
れ替わるスリリングな展開で、会
場も盛り上がり、楽しい１日を過
ごしてくれたのではないでしょ
うか。

トレコースにて
今回は、トレーニングコースと
してテレイン近くの雨山で実施。
僕も受付として手伝いをしま
したが、現地に入ると、本番のテ
レインと同じような微地形で、ル
ートを選ぶのに、すっとは行かな
なかったのではないでしょうか。
参加した人は楽しんでくれま
したか。

総合優勝 愛知県
第２位
東京都
第３位
埼玉県
ＳＩの反応が…
今回、レース後スタッフの間で
話題になったのが、ＭＪなどの
DISQ の多さ。これは「不通過」
ではなく「記録不備」による場合
が多くあったとのこと。おそらく、
タイプ 5 の SI を使用していたク
ラスに多いことから、ランプや音
の反応確認をせず通過したこと
で発生したようです。いわゆる反
応時間は SI カード５では 0.33 秒、
カード 8 以上では 0.115 秒とされ
ています。カードに記録されてい
ない以上、失格になるのが今の規
則ですので、選手の皆さんは、今
後のレースではくれぐれもご注
意ください。

森の未来館にあった
テレインの模型

orienteering magazine 2011.10
- 6 -

1

- 7 -

Results

上位３人の平均に対する相対(%)
タイム 巡航速度 ミス率
2015/10/04 2015年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ロングディスタンス競技部門
兼 富士見高原ミドルオリエンテーリング大会 in 富士見の森2015
M21A（出走34名）
4.8km ↑160m
1 八神 遙介
0:40:18 ときわ走林会
2 太田 貴大
0:42:27 みちの会
3 村田 祐貴
0:43:58 越王会
17 平山 友啓
0:56:25 ＫＯＬＡ
133.6% 129.6% 15.3%
2015/10/10 2015年青い森鶴の里2Daysオリエンテーリング大会1日目スプリントin弘前城
M35Ａ（出走12名）
3.2km ↑30m
1 大塚 友一
0:21:08 京葉ＯＬクラブ
2 福田 雅秀
0:21:29 川越OLC
3 青木 俊之
0:23:55 練馬OLC
4 永瀬 真一
0:24:04 ＫＯＬＡ
108.5% 103.9%
7.7%
2015/10/11 2015年青い森鶴の里2Daysオリエンテーリング大会2日目スプリントin鶴の舞橋
M35Ａ（出走10名）
2.7km ↑45m
1 福田 雅秀
0:17:28 川越OLC
2 青木 俊之
0:19:43 練馬OLC
3 大塚 友一
0:20:53 京葉ＯＬクラブ
8 永瀬 真一
0:24:44 ＫＯＬＡ
127.8% 106.8% 24.0%
2015/10/11 2015年青い森鶴の里２Daysオリエンテーリング大会2日目ミドル in 鶴田高山
M35Ａ（出走13名）
5.0km ↑95m
1 藤生 孝志
0:36:43 東京ＯＬクラブ
2 福田 雅秀
0:39:22 川越OLC
3 青木 俊之
0:41:25 練馬OLC
8 永瀬 真一
0:54:18 ＫＯＬＡ
138.6% 118.3% 18.6%
2015/10/18 第20回京大京女オリエンテーリング大会 in 山紫水明東山～君と送りし火々～
M35Ａ（出走6名）
3.9km ↑315m
1 福田 雅秀
0:59:10 川越OLC
M35A 平山３位入賞
2 辻村 歩
1:01:47 OLCふるはうす
3 平山 友啓
1:12:14 ＫＯＬＡ
112.2%
95.3% 19.0%
M65Ａ（出走11名）
2.5km ↑225m
1 鹿野 勘次
0:48:15 OLCルーパー
2 大塚 校市
0:55:12 千葉OLK
3 尾和 薫
0:59:05 三河OLC
6 村橋 和彦
1:13:38 ＫＯＬＡ
135.9% 124.9% 18.7%
7 前田 春正
1:28:52 ＫＯＬＡ
164.0% 123.3% 34.3%
OB（出走10名）
1.5km ↑90m
1 牧戸 和之
0:24:44 岐阜OLC
2 樋口 怜士
0:25:43 千葉OLK
3 横田 実
0:26:43 ＫＯＬＡ
103.9%
93.5% 19.7%
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2015/10/25 みやこOLC周年記念大会 in 行者山山麓Ⅱ
M21A（出走41名）
3.7km ↑2５0m
M65A 村橋、前田
1 松下 睦生
0:39:34 京都OLC
2 石田 洋
0:40:52 阪大OLC
3 五百倉大輔
0:40:53 京大OLC
18 平山 友啓
0:55:06 ＫＯＬＡ
136.3% 133.6%
M65Ａ（出走５名）
2.7km ↑160m
1 村橋 和彦
1:06:00 ＫＯＬＡ
87.8%
77.5%
2 前田 春正
1:14:32 ＫＯＬＡ
99.1%
90.0%
3 辻村 修
1:25:02 コンターズ

１、２フィニッシュ
17.3%
25.2%
22.6%

2015/10/31第8回全日本スプリントオリエンテーリング大会 in 信州スカイパーク-PhoenixM30Ａ（出走6名）
2.7km ↑30m
1 大塚 友一
0:16:16 京葉OLC
2 平山 友啓
0:16:35 ＫＯＬＡ
96.5%
94.3%
7.1%
3 井上 博人
0:18:43 入間OLC
M30A 平山２位入賞
M40Ａ（出走23名）
2.2km ↑25m
M40A 永瀬３位入賞
1 落合 公也
0:11:17 OLCルーパー
2 伊藤 夏生
0:12:02 ES関東C
3 永瀬 真一
0:12:27 ＫＯＬＡ
104.4% 104.9%
7.7%
M60Ａ（出走17名）
1.9km ↑15m
1 小林 二郎
0:12:15 入間OLC
2 橘 直隆
0:12:24 上尾OLC
3 平 雅夫
0:13:18 多摩OL
15 前田 春正
0:16:30 ＫＯＬＡ
130.4% 124.9% 18.7%
16 寺田 保
0:20:05 ＫＯＬＡ
158.8% 123.3% 34.3%
2015/11/01 オリエンテーリングクラブ７人リレー in 信州松本アルプス公園

OLCルーパーA 前田悠作
AY 0:25:16
3:19:45

菅谷裕志
谷川友太
7 BX 0:23:38
6 CP 0:27:36
2
(3)
24男 0:25:16 21 26男 0:48:54
7 28男 1:16:30
3
宮本樹
新粥文哉
京葉OLクラブA 櫻本信一郎
2
BY 0:25:51
8 AX 0:22:59
2 CP 0:27:45
4
3:22:09
(19)
34男 0:25:51 27 19男 0:48:50
6 22男 1:16:35
4
堀田遼
近藤康満
結城克哉
トータスB
3
AX 0:22:15
1 BY 0:23:31
2 CP 0:28:06
5
3:23:21
(9)
25男 0:22:15
1 24男 0:45:46
1 25男 1:13:52
1
前田春正
白川努
KOLAくすのき 高椋章太
46
BX 0:33:46 55 AY 0:49:28 85 CP 0:55:57 140
6:12:00
(35) OVER300
24男 0:33:46 107 69男 1:23:14 135 37男 2:19:11 132
松井日香里
落合志保子
松井健哉
細川知希
DM 0:25:39 27 DN 0:25:17 34
EK 0:31:07
2
FJ 0:41:12
1
27女 1:42:09
6 42女 2:07:26
4 27男 2:38:33
3 24男 3:19:45
1
小山清
千葉妙
尾崎弘和
寺垣内航
DM 0:25:25 23 DN 0:24:50 30
EK 0:30:43
1
FJ 0:44:36
3
57男 1:42:00
4 31女 2:06:50
3 24男 2:37:33
1 34男 3:22:09
2
宮川早穂
五味あずさ
戸上直哉
宮西優太朗
DM 0:26:56 37 DN 0:23:20 15
EK 0:33:34
3
FJ 0:45:39
4
22女 1:40:48
2 22女 2:04:08
1 22男 2:37:42
2 22男 3:23:21
3
奥野有弓
寺田保
永瀬真一
平山友啓
DM 0:54:17 159 DN 1:08:40 174
EK 0:50:42 64
FJ 0:59:10 39
37女 3:13:28 127 69男 4:22:08 123 47男 5:12:50 117 37男 6:12:00 109
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第 31 回ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会
【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
【日
時】2016 年 1 月 3 日（日） 雨天決行、荒天中止
【集合場所】舞洲緑地（舞洲中央バス停より、テープ誘導予定） ※詳細はプログラムで公開します。
JR 環状線、西九条駅下車、市営バスに乗換え、８１系統 舞洲スポーツアイランド行
西九条からバス（35 分）
JR 環状線、西九条駅で JR ゆめ咲線へ乗換え、桜島駅下車、アクティブバスに乗換え
桜島駅からバス（15 分）
お車の場合 緑地東駐車場（Ｐ５）をご利用ください。

集合地点
付近です。

【受
付】9 時 45 分～10 時 30 分
【競技規則】日本オリエンテーリング競技規則に準ずる。
【競技形式】ポイント－Ｏ
【パンチ器具】EMIT の E カード使用
【地
図】ＫＯＬＡ作成「舞洲スポーツアイランド」（JSSOM 準拠）プリンタ出力
縮尺：1/5,000 等高線間隔 2m 走行度 4 段階 コース印刷済み
【トレーニングに関する情報】トレーニングコースは設定しません。
【クラス】 MA（無制限）
WA（女子、年齢無制限）
たそがれ大会
M35（男子 35 歳以上）
新春大会
開催年
(2006年まではナイト)
W35（女子 35 歳以上）、
ＭＡクラス
ＷＡクラス
ＭＡクラス
ＷＡクラス
2004
原 昇司
若木 まりも
寺岡 孝
藤田 沙織
M50（男子 50 歳以上）
2005 澤地 未来 松本 知佐子 板谷 日出男 松本 知佐子
W50（女子 50 歳以上）
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）
M65（男子 65 歳以上）
2008 鈴木 陽介 岩水 加代子 栄森 貴久 田川 雅美
M15（男子中学生以下)
2009 野本 圭介 北川 仁美 西田 陽一 吉田 蛍子
W15（女子中学生以下)
2010 川北 洋平 河﨑 千里 大西 康平 石川 実起
MB（男子中級者・当日申込可能） 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
WB（女子中級者・当日申込可能） 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
N (初心者・当日申込可)
2015 松澤 俊行 木村 史依 瀬尾 峻汰 戸谷 みのり
OM（男子当日申込）
永年招待者
佐藤 政明
OW（女子当日申込）
【優勝設定時間】１０～２５分を予定
【お楽しみ】恒例の上位希望者対象のお年玉争奪お楽しみレースを予定しています。

KOLA杯歴代獲得者リスト
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【注意事項】事前申込者のスタート時刻は事前指定します。
トップスタートは 10 時 45 分の予定です。
プログラムは１２月２８日頃にホームページ
http://www63.tok2.com/home2/kola/に掲載します。
金属製ピンつきシューズは禁止します。
【表 彰】各クラス３位まで表彰致します。
【参加費】
・事前申込者 …1300 円［マイカード使用者は 300 円割引］
・当日申込者 …1500 円［マイカードは使用できません］
・高校生以下、Ｎクラス…500 円［Ｅカードレンタル料込み］
プログラムはＷＥＢ公開します。（郵送希望者は+200 円）
【問い合わせ】
・競技一般に関すること
〒 ５９６－００４４
岸和田市西之内町２－２０
寺田 保
電話 072-438-0260
ＦＡＸ 020-4664-7566（KOLA 専用。通話料+30 円/枚かかります)
E-mail → kola_osaka@yahoo.co.jp【強く推奨】
ウェブサイト → http://www63.tok2.com/home2/kola/
【申込方法】
［郵便局による方法］
郵便局にある「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）の通信欄に、
（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］
(10) プログラム郵送希望者はその旨
を記入して、参加料を振り込んで下さい。これで申し込み完了です。
［振込先］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
［銀行振込による方法］
・E-mail にて、上記の(1)～(10)をお知らせください。 kola_osaka@yahoo.co.jp
・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
に参加費を振り込んでください。
申込〆切 ２０１５年１２月１８日（金） 必着
※ １２月１８日２２時までにＥメールなどで連絡をいただいていれば結構です ※
【その他】
・参加者が自分自身あるいは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
・主催者は傷害保険に加入しますが、補償額には限度があります。
・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。
・女性用更衣テントを用意します。
・ＫＯＬＡ杯として、男女の対象者に記念Ｔシャツと大会無料参加券プレゼント
・ＫＯＬＡ杯獲得者として、以下の７名を無料招待します。
松澤俊行さん、木村史依さん、瀬尾峻汰さん、戸谷みのりさん、深田耕司さん、 野中瑞穂さん、佐藤政明さん
・無料招待の方も、事前申込（(1)～(10)を E-mail、葉書、FAX で連絡）してください。
また、無料招待者でＥカードレンタルされる方は、レンタル代も無料とします。
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ＯＬカレンダー
年月日

大会名ほか

場所

11月28日

アルプスあずみのロゲイニング

長野.安曇野ほか

11月28日

等々力渓谷フォトO講習会

東京.世田谷区

11月28日

立川洋さん追悼イベント

栃木.矢板

11月28日

第3回留年練習会

栃木.矢板

11月29日

第1回KOLC大会＜エントリーリスト＞

栃木.塩谷町、矢板

11月29日

[NG]ロゲイニング大御所シリーズ浜松大会＜プログラムほか＞

静岡.浜松

11月29日

つるまいパークO大会

愛知.東海

11月29日

吉祥寺フォトロゲイニング2015

東京.

11月29日

第20回野田周遊チャリロゲ2015

千葉.野田

11月29日

第30回佐賀県大会

佐賀.武雄

11月29日

玉川フォトロゲイニング＜市内在住など＞

神奈川.厚木

12月5日

第1回東京理科大学大会

東京.葛飾区

12/5-6

インストラクタ養成講習会

徳島.徳島

12月6日

第22回千葉大学大会

千葉.いすみ

12月6日

第1回奥河内ロゲイニング大会

大阪.河内長野

12月6日

伊賀フォトロゲイニング2015

三重.伊賀

12月6日

関西学連ミドルセレクション

三重.津

12月6日

上野フォト・スコアO講習会

東京.台東区

12月6日

第27回東海クラブカップリレー

愛知.岡崎

12月12日

[NG]ロゲイニング大御所シリーズ東京大会

東京.

12月13日

スキーOルスツ大会

北海道.

12月13日

藤枝市大会兼静岡県民大会

静岡.藤枝

12月13日

岡崎市OL教室＆練習会

愛知.岡崎

12月13日

岡山県民パークO大会

岡山.吉備中央町

12月13日

第22回東山36峰マウンテンマラソン

京都.京都

12月13日

さくらおろち湖ロゲイニング大会

島根.雲南

12月13日

関東パークO岩槻城址公園大会

埼玉.さいたま

12月19日

パークO関西2015・大阪大会

大阪.大阪

12/19 -20 ナヴィゲーション・インストラクタ(仮称)研修会

埼玉.飯能

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
雨の中の全日本リレーが終わりました。大阪府は８位と入賞にはなりませんでしたが、多くの参加者が
いて、若者には今後も頑張ってほしいと思いました。次は、ＫＯＬＡ新春大会。皆さんのご参加をお待ち
しています。
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