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☆スケジュール 

１１月２日(木) 

正午：選手権クラス走順票提出期限                  →Ｐ８ 

 

１１月３日(金・祝) 

  ★ＪＯＡ公認 パークＯツアーin関西２００６ 第２戦（万博記念公園） 

 

１１月４日(土) 

★１０：００～１５：００ ＯＣＡＤテクニカルセミナー（葺合文化センター） 

１４：００～       受付                 →Ｐ１０ 

１５：００～１６：３０  開会式・テクニカルミーティング    →Ｐ１０ 

★朱雀ＯＫミニ大会 第２戦（鹿深夢の森） 

  ★トレイルＯのつどいinＫＯＢＥ（しあわせの村） 

 

１１月５日(日) 

   ９：００～１０：００  受付                 →Ｐ１１ 

９：３０        選手権クラス特例選手変更届出期限   →Ｐ８ 

１０：００        一般クラス走順票提出期限       →Ｐ１１ 

１０：３０        スタート(ＭＥ、ＷＥ)         →Ｐ１１ 

１０：４０        スタート(ＭＳ、ＷＳ、ＭＪ、ＷＪ、ＭＶ、ＷＶ) 

  １０：５０        スタート(一般クラス) 

  １２：３０頃より     優勝決定 

  １３：３０（予定）    繰り上げスタート           →Ｐ１２ 

  １４：００（予定）    表彰式・閉会式            →Ｐ１２ 

  １５：００        ゴール閉鎖              →Ｐ１２ 

   ★は関連イベントです。 

 

☆ 問い合わせ先 

• 大会前１１／３まで、および１１／６以降 

兵庫県オリエンテーリング協会 

事務局 （芝聖子） 

〒655-0049 神戸市垂水区狩口台2-4-14 

E-Mail FZR03074@nifty.ne.jp 

Tel/Fax ０７８－７８２－４５２１  

• １１／４は兵庫県協会事務局 

０９０－５６６６－５８７４ （芝） 

• １１／５は大会本部 

０９０－３６１１－０１９９（谷垣） 

 
 
 

☆ 荒天中止の決定について 

• 当日著しい荒天になった場合（「兵庫県全域」

「兵庫県南部」「阪神」区域に「大雨警報」「暴

風警報」が発令されている場合を想定していま

す）の開催実施可否の判定は、当日午前７時に

行います。 

• また、会場へのアクセス道路である再度ドライ

ブウェイが降水により通行止めとなった場合

も中止の可能性があります。 

• 中止の場合は三宮バス乗り場に掲示します。 

• 開催の有無にかかわる問い合わせは、この時間

以降に以下の携帯電話までお問い合わせくだ

さい。 

０９０－３６１１－０１９９（谷垣） 
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ごあいさつ 

 

社団法人日本オリエンテーリング協会会長 
長谷川 純三 

一時は樹木の乱伐のためにはげ山の体を為して

いた六甲山系は、２０世紀に入ってからの植樹の

努力で見事に回復し、今や春は桜やツツジ、秋は

紅葉の名所としてすっかり有名になっています。

その六甲山系の西部に位置する再度公園において、

第１５回全日本リレーオリエンテーリング選手権

大会を開催する運びとなりました。主催者を代表

してごあいさつを申し上げます。 

 今年は新神戸駅から至近というアクセスの良い

地での開催であり、５００名を超える参加者を迎

え、喜ばしく思います。しかし一方では、ここ数

年女子若年層の参加者数が減少傾向にあり、今後

のさらなる普及努力が望まれます。 

 この大会は、８つの選手権クラスでの個々のリ

レーチームの戦いであるとともに、そのチームが

所属する各都道府県対抗の団体戦でもあります。

各選手団とも対抗意識を燃やしての激戦が予想さ

れます。チーム競技ならではの戦略を練り、チー

ムワークを発揮して日ごろのトレーニングの成果

を十分に発揮されるように期待します。 

オリエンテーリングは男女や年齢を問わず参加

できる、まさにユニークな生涯スポーツです。一

般クラスへの参加者も含め、ぜひ生涯スポーツと

してのオリエンテーリングを存分に楽しんでいた

だきたいと思います。 

 終りに、本大会の開催にあたりご後援をいただ

きました文部科学省、財団法人日本体育協会、兵

庫県、兵庫県教育委員会等、多大なるご協賛いた

だきました関係各位に心からお礼申し上げます。 

そして、長期間開催に向けてご努力されてこられ

た主管の兵庫県オリエンテーリング協会の皆さま

には、改めて厚くお礼申し上げ、ごあいさつとい

たします。 

 

 

 

 

ごあいさつ 

 

兵庫県知事 
井戸 敏三 

多くの人々の憩いの場であるここ六甲山におい

て、平成１８年度全日本リレーオリエンテーリン

グ選手権大会が盛大に開催されます。心からお喜

びするとともに、全国からお越しいただいた皆さ

んを歓迎します。 

 成熟の時代を迎えた今、豊かな生活を送るため

の基本は心と体の健康です。それだけに健康づく

りに大きな役割を果たすスポーツへの期待が高ま

っています。オリエンテーリングは、ルート選択

やナビゲーションなど頭脳的な作戦の上に、起伏

の激しいコースを駆け抜ける走力や持久力が求め

られる競技スポーツである一方、ルールやコース

の設定によって、子どもから高齢者まで楽しむこ

とができる生涯スポーツとして親しまれています。 
 先月の「のじぎく兵庫国体」と全国障害者スポ

ーツ大会「のじぎく兵庫大会」では、阪神・淡路

大震災への多くの支援に感謝を込めて、新たな飛

躍に向けて歩む「元気な兵庫」を県民挙げて発信

することができました。これらの大会を通じて確

かめ合った交流の輪が、さらに広がっていくこと

を願っています。 

 オリエンティアの皆さん、六甲の豊かな自然の

中で、日頃の練習の成果を存分に発揮してくださ

い。さわやかな汗と感動に包まれた想い出に残る

大会となることを期待しています。また、競技前

後には、復興したまちをゆっくりとご覧いただき、

兵庫の持つ多彩な個性や魅力をお楽しみいただけ

ればと思います。 
 大会の開催にご尽力いただいた関係の皆様に感

謝するとともに、選手の皆さんのご健闘を心から

お祈りします。 
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ごあいさつ 

 

神戸市長 

矢田 立郎 

 第１５回全日本リレーオリエンテーリング選手

権大会が盛大に開催されますことを心よりお祝い

申し上げます。また、全国各地から多くの選手な

らびに役員の方々をお迎えできますことは、誠に

喜ばしく、神戸市民を代表して心から歓迎いたし

ます。 

 神戸は、海、山、農村など恵まれた自然環境と

都市の活気とくらし、歴史・文化が共存し、温泉

や酒蔵など多様な魅力に富んだまちです。阪神・

淡路大震災では甚大な被害をうけましたが、世界

中から皆様の暖かいご支援をいただきながら、市

民の皆様とともに懸命に復興に取り組んでまいり

ました。 

 今年は、２月に神戸空港～マリンエアが開港、

７月には神戸空港と関西国際空港とを海上で結ぶ

「べイ・シャトル」が就航し、震災を乗り越えた

神戸は、新しい活力が胎動する、重要な転換期を

迎え、活力あるまちづくりを進めています。その

ひとつとして、すべての人がスポーツに親しみ健

康づくりのできるまち「神戸アスリートタウン」

の実現に向けて取り組んでおります。 

 オリエンテーリングは、地図とコンパスを使っ

て、未知の山野をクロスカントリーのように走る

競技スポーツと聞いておりますが、年齢を問わず

誰でも参加できる生涯スポーツでもあり、その全

国大会が神戸で開催されることは「神戸アスリー

トタウン」の推進に大きな役割を果たしていただ

けることと期待しております。 

 出場される選手の皆様には、日頃の鍛錬の成果

を存分に発揮されますとともに、六甲山や元気に

なった神戸のまちを楽しんでいただき、大会の思

い出に加えていただければ幸いです。 

 最後になりましたが、大会の開催にご尽力いた

だきました関係者の皆様に深く敬意を表しますと

ともに、本大会のご成功と今後ますますの発展を

お祈り申しあげて、ごあいさつとさせていただき

ます。 

ごあいさつ 

 

兵庫県オリエンテーリング協会会長 

柏原 信也 

２００６年第１５回全日本リレーオリエンテーリ

ング選手権大会が神戸再度公園で開催する運びと

なりました。全国各地からお越しになったオリエ

ンティアの皆さまを心から歓迎いたします。 

 当協会は平成１１年に第８回全日本リレーOL大

会、平成１４年は第２４回西日本ＯＬ大会、本年

１０月はのじぎく兵庫国体のデモンストレーショ

ン行事としてのオリエンテーリング競技を加西市

で開催等、様々な大会を主管、開催してまいりま

した。 

 今回は神戸再度公園を舞台として開催いたしま

す。公園内でありながらも変化に富んだテレイン

でとくにリレーの面白さを共有すべくＯマップと

コース設定には最大の努力と、巧妙、気くばりを

して、協会挙げて一丸となって準備を進めてまい

りました。 

 選手の皆様には、満足の行く競技をご提供でき

ますことを確信しております。このテレインで日

ごろの皆様の精進の成果と、リレーならではのル

ートチョイスと戦略を十分に駆使され「自然の中

のスポーツ」を存分に堪能していただけることを

願っています。 

 最後に本大会開催にあたり多大なご支援とご協

力を賜りました関係各位の皆様に心から厚く御礼

申し上げ、選手皆様のご健闘と競技の安全を祈念

いたしましてご挨拶といたします。 



 

 ４

☆大会役員 

 
名誉会長   井戸 敏三  兵庫県知事 

名誉副会長  矢田 立郎  神戸市長 

       吉本 知之  兵庫県教育長 

会長     長谷川純三  （社）日本オリエンテーリング協会会長 

副会長    柏原 信也  兵庫県オリエンテーリング協会会長 

       久保 喜正  （社）日本オリエンテーリング協会副会長 

橘  直隆  （社）日本オリエンテーリング協会副会長 

顧問     藤原  悟  兵庫県教育委員会地域スポーツ活動室長 

       小川 雄三  神戸市教育委員会教育長 

       鬼塚喜八郎  兵庫県生涯スポーツ連合会長 

参与     塩谷 圭一  兵庫県教育委員会地域スポーツ活動室主幹 

       進藤 幸生  神戸市教育委員会スポーツ体育課長 

実行委員長  尾上 俊雄  兵庫県オリエンテーリング協会理事長 

同副委員長  石井 博昭  兵庫県オリエンテーリング協会副理事長 

       西田 伸一  兵庫県オリエンテーリング協会副理事長 

委員     桑田 千照  芝  聖子  豊島奈良彦  永田 実 

       村越  真  尾上 秀雄 

大会ｺﾝﾄﾛｰﾗ  愛場 庸雅 

 

 

☆競技役員 

大会責任者  尾上 俊雄 

総務責任者  永田  実 

競技責任者  西田 伸一 

ｺｰｽ設定者   城森 博幸 

スタッフ   青森 將志 石井 博昭  磯部 貞夫  今井田信康  上野 栄三 

片山 裕典 川崎 輝雄  桑田 千照  小谷 俊彰  小南 美好 

笹田啓一郎 芝  聖子  鈴木 康史  砂田 達之  関谷多加志 

高木 敏晃 谷垣 宣孝  豊島奈良彦  西田智代美  芳賀 和郎 

橋本 裕志 吹元 數夫  藤枝 重之  藤崎 泰正  二ッ谷知士 

松山  修 向井 清隆  村上 憲一  村上  尭  吉野 信治 

 


