
2017年度　長野県オリエンテーリング協会事業報告
日程 行事名 主催団体 場所 事務局 関連団体

2017年4月2日 日 志賀高原スキーオリエンテーリング大会 協力 SIA 長野県山ノ内町 木村
2017年5月4日 木 信州上田ロゲイニング2017 主催 長野県上田市 木村 Japan Skyrunning Association
2017年5月13日 土 ウルトラオリエンテーリング・松本城-善光寺2017 主催 長野県松本市・長野市 未来図 長野市、松本市など
2017年5月13日 土 恐竜公園オリエンテーリング大会 主催 長野県長野市 美谷島 恐竜公園フェス実行委員会
2017年5月27日 土 安曇野ロゲイニング2017 協力 安曇野市 長野県安曇野市 木村
2017年5月27日 土 長野県オリエンテーリング協会総会 主催 長野県安曇野市 豊沢
2017年6月10日 土 日本オリエンテーリング協会総会 参加 日本オリエンテーリング協会 東京都 日本オリエンテーリング協会
2017年7月2日 日 霧ケ峰ロゲイニング2017 共催 諏訪市OL協会 長野県諏訪市 木村
2017年7月15日 土 第一回日本ロゲイニング選手権 主催 長野県松本市 未来図 さわやか信州松本委員会
2017年7月16日 日 第一回日本ロゲイニング選手権
2017年10月14日 土 ウルトラオリエンテーリング松本城-上田城2017 主催 長野県松本市・上田市 松本市、上田市
2017年11月3日 金 OMACHIロゲイニング2017 協力 実行委員会 長野県大町市 大町市観光協会
2017年11月25日 土 第26回全日本スプリントオリエンテーリング大会 主管 日本オリエンテーリング協会 長野県大町市 NishiPRO
2017年11月26日 日 クラブ7人リレーオリエンテーリング大会 主催 長野県大町市 NishiPRO
2017年12月3日 日 全日本リレーオリエンテーリング大会 参加 日本オリエンテーリング協会 香川県 日本オリエンテーリング協会
2017年3月24日 土 上高地線ロゲイニング 協力 松本広域連合 長野県松本市 未来図
2017年3月25日 日 第33回長野県オリエンテーリング大会 主催 長野県松本市 未来図

2018年度　長野県オリエンテーリング協会事業計画
日程 行事名 主催団体 場所 事務局 関連団体

2018年4月14日 土 ウルトラオリエンテーリング・上田城-善光寺2018 主催 長野県上田市、長野市 未来図
2018年5月3日 祝 北信越オリエンテーリングクラブ連絡協議会 主管 北信越連協 長野県上田市 木村
2018年5月4日 休 信州上田ロゲイニング2018 主催 長野県上田市 木村 Japan Skyrunning Team
2018年5月12日 土 恐竜公園オリエンテーリング大会 主催 長野県長野市 美谷島 恐竜公園フェス実行委員会
2018年5月13日 日 ウルトラオリエンテーリング・善光寺-松本城2018 主催 長野県長野市、松本市 未来図 松本市、長野市など共催
2018年5月26日 土 日本オリエンテーリング協会総会 出席 日本オリエンテーリング協会 東京都
2018年6月9日 日 信州いいやまロゲイニング体験会 協力 信州いいやま観光局 長野県飯山市 美谷島
2018年6月30日 土 長野県オリエンテーリング協会総会 主催 長野県諏訪市 豊沢
2018年7月1日 日 霧ヶ峰ロゲイニング 共催 諏訪市オリエンテーリング協会 長野県諏訪市 木村
2018年7月14日 土 （信州アフターDCキャンペーン記念） 協力 松本市、松本TCA 長野県松本市 未来図 さわやか信州松本委
2018年7月15日 日 松本２４Hロゲイニング
2018年9月15日 土 日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント 後援 日本学生オリエンテーリング連盟 長野県駒ケ根市 山川
2018年9月16日 日 日本学生オリエンテーリング選手権大会ロング 後援 日本学生オリエンテーリング連盟 長野県駒ケ根市 山川
2018年10月14日 日 ウルトラオリエンテーリング・松本城－上田城2018 主催 長野県松本市、上田市 未来図 松本市、上田市など共催
2018年11月4日 日 第27回全日本リレーオリエンテーリング大会 参加 日本オリエンテーリング協会 福井県あわら市 豊沢
2018年11月10日 土 第8回KOLC大会 後援 KOLC 長野県茅野市 木村
2018年11月11日 日 第39回早大OC大会 後援 早大OC 長野県茅野市 木村
2018年12月1日 土 松本城ロゲイニング 協力 松本市／松本TCA 長野県松本市 未来図
2018年12月8日 土 地図調査講習会 協力 北信越連協 石川県小松市 木村

2019年2月 全日本リレースキーオリエンテーリング大会 参加 日本オリエンテーリング協会 北海道留寿都村 豊沢
2019年3月23日 土 ちくほく村いちごロゲイニング 協力 松本広域連合 長野県筑北村 未来図

2019年度　長野県オリエンテーリング協会事業予定
日程 行事名 主催団体 場所 事務局 関連団体

2019年4月27日 土 全日本トレイルオリエンテーリング大会 主管 日本オリエンテーリング協会 長野県安曇野市 木村 第36回全国都市緑化フェア
2019年4月28日 日 全日本トレイルオリエンテーリング大会 主管 日本オリエンテーリング協会 長野県安曇野市 木村 第36回全国都市緑化フェア
2019年5月4日 休 信州上田ロゲイニング2019 主催 長野県上田市 木村 Japan Skyrunning Team


