
ソニーＯＬＣ

 幹事 杉林　泉　

 連絡先 izumi.Sugibayashi@jp.sony.com

　日本では数少ない職域クラブです。

　日本全国のソニーに勤務していた、若しくは勤務中の方はぜひご連絡

　ください。

入間市ＯＬＣ

 代表者 高野　由紀　

 連絡先 

　「いるま」は決して結果を目指す競技志向のクラブじゃありません。で

も、ＣＣ７のコンセプトと同じ、「年も立場も関係ない、みんなで走りも

歩きも飲みも、一緒に楽しむ」気風を誇りに思っています。カタイこと

抜きにして、まず笑顔で遊びたいアナタにぴったりかもしれません。ま

ずは遊びに来てください。入会年度会費無料です。昨年のクラブカップ

では、念願の初入賞 ( ５位 ) ！　今年も、全員で万歳三唱ができる結果

を目指します！

上尾オリエンテーリングクラブ

 代表者 高村　卓　

 連絡先 BYD05743*（* を @ にしてください）nifty.ne.jp

 ウェブサイト http://ol-ageo.hp.infoseek.co.jp/

　

  新入会員募集中！

　今 埼玉がアツい！

　上尾市やさいたま市周辺を拠点に活動しているクラブです。

京葉オリエンテーリングクラブ
（略称：京葉 OL クラブ）

 代表者　遠藤　益夫（会長）　

 連絡先 gawa7677iso@s7.dion.ne.jp（鈴木　健夫）

 ウェブサイト http://www.keiyo-ol-club.com/

　

  11 月 22・23 日に京葉 OL クラブ大会 兼 全日本スプリント大会を開催

　します！

　新入会員を随時募集中です。　

  若手会員がたくさんいます。　

晴れの国岡山 OLC

 代表者 佐藤　旭一　

 連絡先 satokyoku@nifty.com

 ウェブサイト http://www.orienteering.com/~okayama/（岡山県協会）

　

  ローカルな岡山で県協会と一体の活動をしています。

　縁あって岡山に在住されている方、される方一緒に活動しませんか。

ＫＯＬＡ

 代表者 横田　実　

 連絡先 mail@kola.club.ne.jp

 ウェブサイト http://www63.tok2.com/home2/kola/

　

  会員数１２名と少人数ですが、大阪南部を拠点に、大会参加、大会運

　営と活発に活動しています。

　クラブカップの目標は、リスタートなしの完走です。　

　新入会員、募集中

ＯＬＰ兵庫

 代表者 山本　賀彦　

 連絡先 MXD00447@nifty.ne.jp

 ウェブサイト http://www009.upp.so-net.ne.jp/OLP_webpage/toppage.htm

　

  クラブカップは、６走終了時までは秒差の２位でした。

　今年もエントリーメンバーが本調子で集まれば期待できると思いま　

　す。ベテランは２年ぶりの優勝を狙います。

　新入会員も募集中です。

　一緒にＯＬ楽しみましょう。

千葉ＯＬＫ

 代表者 石井 龍男　

 連絡先 tachangi@keb.biglobe.ne.jp

　

  千葉県を中心とした地域クラブです。

　派手さは無いですが、OL が好きなメンバーが集まっています。

　新入会員募集中！

Tama OL
多摩オリエンテーリングクラブ　（略称：多摩ＯＬ）
http://www.orienteering.com/~tama

昨年預かったクラブカップとベテランカップ、今年も持ち帰ります！
８度目のクラブカップ優勝と二冠・二連覇に挑戦です！

☆ 新しい仲間、募集中です！（詳しくはｗｅｂをご覧下さい！）
☆1/ 18・第26回ジュニアチャンピオン大会開催！

ぞんび～ず

 代表者 みやうち　さきこ　

 連絡先 たまそ　ひでと (tamaso@m4.kcn.ne.jp)

　

  ぞんび～ずは全国のぞんびを応援します！！

　新入会員募集中、地域しばりはありません。掛け持ちも OK です。

　クロスワードロゲインとかロングＯとかペアＯとか、変わった大会開

　きたい方は是非。

　死して屍ひろうものなし 



みやこオリエンテーリングクラブ

 会長 古川 勝美　

 ウェブサイト http://sports.geocities.jp/miyakoolchp/

　大会 ( クラブカップ含む）参加、大会運営、夏合宿、山菜採り、鮎捕

　り合宿、街道ウォーク・・・

　楽しくて、ヤミツキになる行事が盛りだくさんです。

　関西に移られた際にはぜひみやこへ！

静岡ＯＬＣ

 代表者 滝 正晴　

 連絡先 masaharu.taki@nifty.ne.jp

 ウェブサイト http://shizuokaol.blog43.fc2.com/

　

　静岡県中部～東部を中心に活動。　

　アスリートから家族で楽しむ fun run 派まで。

　大会参加、練習のほか、飲み会や大会運営、普及活動も。

　一言で言うと、ＯＬ界の宝石箱や～！（ちょっと古い？）

ときわ走林会

 代表者 佐々木　良宜　

 連絡先 tokiwa_koizumi@yahoo.co.jp

 ウェブサイト http://tokiwa.air-nifty.com/tokiwa/

 

  今年もクラブカップ優勝＆全チーム完走を目指します！

　2009 年 2 月には「ときわ走林会創立 5周年記念大会」(公認Ｂ）を開

  催します！

　大会 web　　http://tokiwa-sorinkai.net/compe/index.html

朱雀ＯＫ

 代表者　金谷　敏行　

 連絡先 masterpiece@mua.biglobe.ne.jp

 ウェブサイト http://www.bonz.squares.net/~toshi/suzaku/

　

  今年は滋賀県希望ヶ丘でロゲイン開催します！

　競技でも運営でも関西を引っ張るクラブを目指します。

　若手、ベテラン問わず入部大歓迎！

　年会費無料！！　

横浜ＯＬクラブ

 代表者 五十嵐　則仁　

 連絡先 tks7261@nifty.com（事務局：下山宛て）

 ウェブサイト http://homepage2.nifty.com/YokohamaOrienteering/　

　

　神奈川近辺にお住いの方、地域クラブに所属されてない方、是非この

　機会に当クラブへ入会しませんか？

　新入会員を募集してますので、一度ご連絡ください！

新潟県オリエンテーリング協会（チーム新潟）

 ウェブサイト http://www.orienteering.com/%7Enoa/

　

  全日本リレー 2009　2009 年 11 月 1 日（日）　新潟県見附市で開催！

　大河ドラマ『天地人』と時を同じくして繰り広げられる戦国ナビゲー

　ション絵巻！

　越後のどまんなか・見附に勝利の御旗をナビかせるのはどの軍か！

　来たれ！天（マップ）をもって地（テレイン）を制す人（オリエンティ

　ア）よ！

ＮＰＯオリエンテーリングクラブ  トータス

 代表者 国沢　五月　

 連絡先 info@tortoise.jp

 ウェブサイト http://www.tortoise.jp/

　

　大会を運営してみたい人、地図調査をしてみたい人、ジュニア育成に

　携わりたい人、八ヶ岳が好きな人などなど、いつでもメンバー募集中！

ＥＳ関東Ｃ

 代表者 土井 聡　

 連絡先 GHH07625@nifty.ne.jp

 ウェブサイト http://www.orienteering.com/~eskanto/

　

  今年こそは久々の優勝いただきます！

　「ちょー気持ちいい！」って言ってやるぞ！

岐阜ＯＬＣ

 会長 橋本　八州馬

 事務局長 牧ヶ野　敏明　

 連絡先 mototomo@d1.dion.ne.jp

 ウェブサイト http://www.orienteering.com/~gifu/

　

  岐阜ＯＬＣは、小学生・中学生・高校生・大学生、２０代から７０代

  まで各年代にわたり幅広い年齢層で構成。

　また、若い世代は、インターハイ優勝者や女子ジュニアチャンピョン

  まで、これからのクラブです。　

北信越ＯＬ連協

 会長 森田　輝雄（金沢ＯＬＫ）　

 連絡先 山口　敏夫（富山ＯＬＫ）fwix1311@mb.infoweb.ne.jp

 ウェブサイト http://hse.orienteering.ehoh.net/

　

  北陸へようこそ。初出場ですが、完走できるよう頑張ります。

　北信越ＯＬ連協では、地区内の大会日程の調整や意見交換を定期的に

　行っています。

　北信越地区内の大会やクラブなどの情報について、お気軽にお問い合

　わせください。



方向音痴会

 幹事 　

 連絡先 

　方向音痴会は、横浜国立大学 OLC の OB・OG 会です。

　クラブカップは第一回から参加しています。

　今年は参加者が十分集まりませんでしたが、まだまだがんばります！

　大学のクラブ員、募集中！

東京オリエンテーリングクラブ
（略称：東京 OL クラブ）

 代表者 (会長 ) 天明英之（てんみょうひでゆき）　

 連絡先 (事務局 )　〒 177-0051　練馬区関町北 3-38-3　

  齋藤英津子　03-3929-1715 

　

 クラブ員大募集です !!　東京ＯＬクラブは東京に住んでいる方のみな

 らず、埼玉、神奈川、茨城、静岡など幅広い地域の愛好家の集まりです。

 部内大会・練習会は 6回 /年、夏合宿、クラブカップリレーの参加等  

 盛りだくさんの行事を実施しているアットホームなクラブです

愛知オリエンテーリングクラブ

 代表者 　

 連絡先 石田亘宏  0568-76-6456　n-ishida@muh.biglobe.ne.jp　

  

　昨年はベテランクラスに出場しましたが、惜しくも４位でした。

　若手が増えたので今年は久しぶりで 7人リレーに出場します。

　スーパーベテランも健在で年齢ポイント 389、目標は特別表彰です。

　


