
みちの会

 代表 石井　隆　

 連絡先 cxp06042 ■ nifty.ne.jpm」 ( ■＝ @)

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

　若い会員さん続ぞく入会中、あなたもどうぞ。

　9/26 に埼玉県美杉台公園でパーク O開催！ぜひお越しください♪

入間市ＯＬＣ

 代表者 高野　由紀　

 連絡先 iruma ■ orienteering.com ( ■＝ @)　　

 いるまに興味のある方、お気軽にご連絡ください。 

　

　幅広い年齢層がいつも一緒に盛り上がる”いるま”です。

　クラブカップは、その結束力で、存分に楽しみます！

　12/13 茶の里いるま大会開催予定、是非ご参加ください！

上尾オリエンテーリングクラブ

 代表者 高村　卓　

 連絡先 BYD05743 ■ nifty.ne.jp( ■＝ @)

 ウェブサイト http://ol-ageo.hp.infoseek.co.jp/　　　　←「上尾 OLC」で検索！　

  

　埼玉県上尾市を本拠地として、さいたま市など県央部に地図を持ち、

活動しています。

　新入会員大歓迎です！　お気軽にご連絡ください。

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 8 日・12 月 20 日の千葉パーク Oシリーズをよろしくお願いし

ます！

　●新入会員を随時募集中です。

Team 白樺

 代表者 上野　光　

 連絡先 neko_massigura2004 ■ yahoo.co.jp( ■＝ @)

 ウェブサイト http://www.adventure-runner.com/~shirakaba/

　

  Team 白樺は菅平高原を本拠地とするオリエンテーリング中心のアドベ

ンチャーチームです．

　新入会員募集中！

　気になった方はお気軽に Team 白樺へお声かけください．

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/

　

  毎年、１月３日はＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会を開催してい

ます。（大阪府内）　

　新会員募集中です。

　クラブの雰囲気はウェブサイトから感じてください。

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

　

  過去６年は２位→ＤＮＦ→４位→４位→７位→３位と昨年５年ぶりに

３位入賞しました。

　若手有力選手が入ればすぐに優勝が狙えるクラブなので、クラブカッ

プで勝ちたい方是非入会してください。

　

千葉ＯＬＫ

 代表者 石井 龍男　

 連絡先 tachangi ■ keb.biglobe.ne.jp( ■＝ @)

 ウェブサイト http://www5f.biglobe.ne.jp/~Chiba-OLK/

  先取り精神の老舗クラブ

　いつでも玄関は開いております。

　新たな倶楽部生活へ一歩踏み出しましょう。

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 

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

８度目のクラブカップ優勝とベテランカップ三連覇をめざします

☆ 新しい仲間、募集中です！（詳しくはｗｅｂをご覧下さい！）

Tama OL



みやこオリエンテーリングクラブ

 会長 山里 将史

 連絡先 yamazato-masashi ■ ezweb.ne.jp( ■＝ @)　

　ウェブサイト http://www.orienteering.com/~kyotofu/ （京都府 OL 協会）

　

　10/18　みやこ OLC 大会開催 (瓜生山、京都市 )

　秋の京都へぜひ遊びに来て下さい。

　大会ウェブサイト

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、東部を中心に大会遠征、運営、合宿、飲み会など行って

います。

　新入会員随時募集中です！

　

ときわ走林会

 代表者 朴峠 周子　

 最新情報　http://tokiwa.air-nifty.com/tokiwa/ （ときわ走林会ニュース）

 

  茨城県が本拠地の地域クラブです。お気軽にご参加下さい。

　本年 2 月には公認大会を主催、昨年度の全日本スプリント選手権者を

輩出、今年度は世界選手権・ワールドゲームズの日本代表輩出、と、結

構実績もありますな～。

　CC7 では全員完走を目指し、クラス優勝も当然ながら狙っております。

朱雀ＯＫ

 代表者　金谷　敏行　

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

　

  京都を中心に、その周辺府県のメンバーで関西を熱くするクラブです。

　昼も夜も全速力で突っ走り (飲み )ます！

　来たれ、若人！朱雀 OK では随時会員募集中です。

川越オリエンテーリングクラブ

 会長 菅家　征史　

 連絡先 sho ■ d8.dion.ne.jp( ■＝ @)（福原　正三）

 ウェブサイト http://www.musashi.jp/~konno/kawagoeolc/index.html　

　

　新入会員募集！　会員は埼玉県川越市在住者が多いですが、東京支部

（世田谷区）もあります。

　毎年、夏合宿、部内杯、練習会など実施しています。クラブカップ菅

平は少数精鋭？７名で参加です。

安田クラブ

 会長 安田　太郎　

 連絡先 ttarooo05 ■ yahoo.co.jp( ■＝ @)

 ウェブサイト http://www.yasudaclub.com/ 

  

　目標は 47 都道府県制覇！

　新入会員募集中！！

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/

　

  CC7 連覇の始まりの年に！そしてクラブ力を発揮し多くのタイトルを

いただきます。

　新入会員募集中！

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。　

京都大学・京都女子大学

 会長 市脇　翔平・岩田　瑞季

 ウェブサイト http://sos2days.dip.jp/

　

  2010 年 2 月 20 日（土）、滋賀にて京大・京女大大会を開く予定です。

関西では珍しい、かなり平らなテレインでＮＥＷマップで行います。皆

様のご参加お待ちしてます。

ＮＰＯオリエンテーリングクラブ  トータス

 代表者 国沢　五月　

 ウェブサイト http://tortoise.jp

　トータスは、ジュニア育成を目的とする、オリエンテーリングと八ヶ

岳をこよなく愛す人々のクラブ。　JWOC にも毎年安定して出場者を輩出

し、近年の出場者では野本圭介や尾崎がトータス会員である。

　また、合宿でよく利用される、八ヶ岳地区の O-map を数多く作製して

いる。

　新入会員はいつでも募集中。大会会場でトータスメンバーにお気軽に

声をかけてください。



ＯＬＣふるはうす

 会長 北川　達也

 連絡先 kita-fud ■ m3.dion.ne.jp( ■＝ @)　

 ウェブサイト http://www.weblife.tv/fullhouse/index.htm

　

　大阪の北摂を中心に活動をしているクラブですが、クラブ員は関西の

みならず関東・中部でも活躍しています。

　ふるはうすは一人一人のライフスタイルに合った活動を支援し、「いつ

でも帰ってこられる場所」を提供しています。

　新入部員募集中ですので、興味ある方連絡下さい。年会費は無料です。

方向音痴会

 会長 高尾　昭次 　

  

　方向音痴会は、横浜国立大学オリエンテーリングクラブの OB 会です。

　クラブカップの過去の成績ですが、第１回～３回までは表彰台にの

ぼっておりました。

　当初からほぼ同じメンバーで走り続け、気がつけば A チームは

over300、B チームは二世が走ります。

発生！栗城豪雨
 

　

 　突如発生した栗城豪雨は杜の木々をなぎ倒し、岩を洗い流した。人々

は高台に非難し一命を取り留めたが、草木は流され田畑は土砂に埋まっ

てしまった。皆は絶望した。もうこの土地に草木が生えることはないだ

ろう・・・としかしそれは違った。栗城豪雨は森の養分を含んだ肥えた

土をこの地に運んだのだった。

　そこには新たな芽が育っていた・・・

愛知オリエンテーリングクラブ

 連絡先 石田亘宏  0568-76-6456　

 n-ishida ■ muh.biglobe.ne.jp( ■＝ @)　

  

  昨年は久しぶりに７人リレーに出場し、全員つないで完走しました。

今年は昨年の順位を大幅にアップさせるように頑張ります。

　愛知オリエンテーリングクラブ大会を平成２２年１月１９～２０日に

春日井市で開催します。

　１月１９日 (土 )トレイルＯ、２０日（日）フットＯ (ミドル )です。

皆様のご参加をお待ちしています。


