
広島ＯＬＣ

 代表者 下江 貴博

 連絡先 美藤陽一 mitool ● ms3.megaegg.ne.jp

 ウェブサイト http://www.megaegg.ne.jp/~hiroshimaolc/

　

　瀬戸内海あたりの山々で、走り込んでます。

　終回のリレーで入賞目指します！

春日部オリエンテーリングクラブ
（春日部ＯＬＣ）

 代表者 井上稔雄　

 連絡先 中山勝　連絡先：masarun ● v006.vaio.ne.jp

 ウェブサイト 　

  今年も完走目指して頑張ります。

　クラブ員募集中です。埼玉県東部方面にお住まいの方は是非どうぞ！

　2011 年 1 月 8 日（土）、埼玉２０１０パーク O 第５戦「みさと公園」

を開催します。参加お待ちしています。　

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　奥田　健史（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/

　

  新入会員を随時募集中です！首都圏全域に 20 代・30 代の若手会員が

たくさんいます。学生の方も大歓迎です。　

つばめ会

 代表者 浅野 昭（会長）、坪居 大介（幹事長）　

 連絡先 

 ウェブサイト http://www.geocities.co.jp/Athlete/4476/

　

  つばめ会は東工大 OLT の OB・OG、関係者らが結成する組織です。東工

大 OLT チームで参加する現役学生も、地域クラブチームで参加する OB・

OG も、応援しています。

　「つばめ会チーム」も参加しますので、ぜひ注目？してください。

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/

　

  ２０１１年１月３日は、恒例のＫＯＬＡ新春大会を大阪府内で開催予

定です。

愛知オリエンテーリングクラブ

 代表者 土屋晴彦　

 連絡先 n-taka@mtj.biglobe.ne.jp

  ウェブサイト http//aolc.arrow.jp　

  

　愛知ＯＬＣ２日間大会を開催します。

　平成２３年１月９日 (日 )フットＯ、1月１０日 (祝 )トレイルＯ

　参加をお待ちします。

　新入会員募集中！

上尾オリエンテーリングクラブ

 代表者 　

 連絡先 高村　卓　　BYD05743@nifty.ne.jp 

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

　

  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。

オリエンテーリングクラブ　ワンダラーズ

 代表者 茅野耕治　

 連絡先 QZF12211 ● nifty.ne.jp（事務局：伊藤清）

 ウェブサイト 

　

  神奈川県協会所属、例会＆飲み会を毎月横浜でやってます。

　クラブカップは例年ベテランクラスでしたが、今年は 7 人リレーにエ

ントリーしました。さて、どんな結果が待ってるのでしょうか。楽しみ。

晴れの国岡山 OLC

 代表者 濱上進 （事務局：佐藤旭一）　

 連絡先 satokyoku@nifty.com

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

　

  岡山のローカルなクラブですが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。



福島大ＯＬＣ

 代表者 菅原圭生　

 連絡先 

 ウェブサイト http://he3.seikyou.ne.jp/home/fukudai-olc/

　慎ましく、密やかに活動中。

　新人ばかりのまだまだ若いチームです。今後に期待大です。

　福島大大会が開かれた際には是非いらして下さい。

　ちなみに予定は未定です。

　今宵も楽しく走ります。

えびすで走る会

 代表者 村山 郁代（みんな大好きジャンボさん！）　

 連絡先 emusann1204@hotmail.com

 ウェブサイト  

  

　えびすで飲む会ではありませんが、定期的に総会を開催しています！

　みんなでホンワカやってます。入会希望者は最寄のえびす会員へ！！

Team 白樺

 代表者 上野　光　

 連絡先 GHH07625 ● nifty.ne.jp

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

　

　オリエンテーリングはもちろん、トレイルランに興味ある人はぜひ。

砂漠を走る強者がいます。

　新入会員募集中！　

川越オリエンテーリングクラブ

 会長 　

 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周辺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。

　クラブカップ最終回はみんなで楽しみたいと思います。

Forester( 埼玉大学ＯＢ・ＯＧ会）
　埼玉県オリエンテーリング協会加盟クラブ）

 会長 鈴木　智人　

 連絡先 小島　由幸（連絡先　kojimayo ● hb.tp1.jp　●＝＠）

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

　

  最後のクラブカップ！我ら駒ヶ根の疾風となる！！

　さいたま２０１０パークＯツアー（９月２５日・秋ヶ瀬公園）に是非、

御参加ください！

　埼大でＯＬやりたい人連絡して！応援します！

東京オリエンテーリングクラブ

 代表者 天明英之（てんみょうひでゆき）　

 連絡先 hideten ● s00.itscom.net

 ウェブサイト http://www.mei-teer.net/tokyo-olclub/　

　毎年、ベテランズ大会を開催している東京の老舗のクラブです。

　高校生から日本最高齢のオリエンティアまで所属している和気あいあ

いのクラブです。

　新入会員募集中です。よろしくお願いします。

サン・スーシ

 代表者 尾上　秀雄　

 連絡先 

 ウェブサイト http://www4.plala.or.jp/sans-souci/　

　オリエンテーリング、トレイルＯ、ロゲイニング、それぞれの部門に

愛好家、専門家が数多くいらっしゃいます。

　各々のペースでオリエンテーリングを楽しみたい方には最適のクラブ

です。

京都ＯＬＣ

 代表者 小野田 敦　

 連絡先 ysjdy953@ybb.ne.jp

 ウェブサイト http://kyotoolc.ld.infoseek.co.jp/

　

　Over400 歳のチームで挑戦。

　9月 26 日（日）関西パーク Oツアー　宇治太陽が丘大会開催

　会場受付中！！　

東工大ＯＬＴ

 代表者 大嶋　拓実　

 連絡先 tokyotecholt@gmail.com

 ウェブサイト http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Labo/3247/index.html

　

　入試では第 2志望まで選択可 !!英語、国語が苦手な方にオススメです。

　東工大生になって OLT にはいろう！　

みやこオリエンテーリングクラブ

 代表者 古川勝美　

 連絡先 kf0226 ● gray.plara.or.jp

 ウェブサイト 　

　今年創設25周年を迎えるみやこＯＬＣは11月14日(日）に「記念大会」

を開催します。

　会場は円山公園周辺（ＮＥＷ　ＭＡＰ）。　交通至便！　大会後は秋の

京都を満喫してください！

　要項等は http://www.orienteering.com/~kyotofu/ にＵＰ予定です。



ＮＰＯトータス

 代表者 石澤 俊崇　

 連絡先 info ● tortoise.jp

 ウェブサイト http://www.tortoise.jp/

　

　ジュニア育成，地図調査，大会運営などをしている八ヶ岳を愛する集

団で、新入会員募集中です！

　今年は去年よりいい順位を目指しますので、どうぞよろしく！大会盛

り上げます！

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/

　

  連覇に向けてチャレンジの大会です。気合をいれて面白いレースを行

い、チーム一丸で優勝勝ち取ります！！

方向音痴会

 代表者 　

 連絡先 

 ウェブサイト 　

　

　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。

　最後のクラブカップでは大学ＯＢクラブ№１を目指して頑張ります！

ぞんび～ず

 代表者 団長：宮内佐季子　性別：女　

 連絡先 番場洋子 ceg04530@hkg.odn.ne.jp

 ウェブサイト 

  ぞんび～ずは、ぞんび化することをこよなく愛するものから、望まず

してぞんび化してしまうものまで、 幅広いぞんび会員を募集していま

す。会員になりたいと思った方は、ぜひ、連絡ください！

入間市ＯＬＣ

 代表者 　

 連絡先

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

　

　クラブカップ、ベテランともに入賞目標です。そして女性オンリーの

ドリームチームにも注目してください。

　入間市OLC は各種人材をとりそろえております。ぜひ一度遊びに来て

ください。

横浜オリエンテーリングクラブ
（横浜ＯＬＣ）

 代表者 五十嵐　則仁　

 連絡先 tks7261 ● nifty.com（事務局：下山）

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

　

　最後のクラブカップ、上位目指して頑張ります。

　若手が不足しております。

　クラブに迷ったらまずは、ご連絡ください。

SuzakuSuzaku
OKOK

Contact us：

http://t-kny26.6.ql.bz/suzaku/
yanyan_travel@yahoo.co.jp

腹割会

 代表者 　

 連絡先 tak3iri@gmail.com（広告募集担当者：入谷健元）

 ウェブサイト http://www.orienteering.com/icl2010/index.html

　

☆☆インカレロング 2010　要項３（プログラム）　広告募集中！☆☆

　今年のインカレロングのプログラムに、広告を出しませんか？母校の

応援、大会の宣伝、所属クラブの新人獲得のため、はたまた、選手自身

のインカレにかける思いや自己アピールの場にも！詳しくはウェブサイ

トにて！

鬼村低山会

 代表者　大川秀之 　

 連絡先 

 ウェブサイト 

　

　mixi にあるコミュニティ「鬼村低山会」から、ロゲイニング挑戦３戦

目。群馬県・山口県の遠距離混合チームです。

ＯＬＣルーパー

 代表者 山川雅也　

 連絡先 shn_abe ■ yahoo.co.jp

 ウェブサイト http://homepage1.nifty.com/s-abe/looperj.htm

　

　強力な新人も加入し、戦力アップ！今年は上位狙います！笑いの絶え

ないわがクラブへ。

　名古屋近郊の方、ぜひご入会ください！


