
開催日 （１）イベント名 （３）種目 （４）規模： (5)開催場所

2013年1月2日（水） 七福神大会 フット：フリーポイント 青梅永山公園グラウンド

2013年1月6日（日） 慶東工戦 大学対抗戦 日光例幣使街道

2013年1月6日（日） 第一回お父さん杯 フット 一般オリエンティア向け 青梅市大門市民センター

2013年1月13日（日） 大阪OLCリレー練習会

2013年1月13日（日）〜14日（月，祝） 愛知OLC大会

2013年1月19日（土） 関東パークOツアー2012　和光・大泉

2013年1月19日（土）～20日(日） 東京大合宿 大学合宿 富士エリア

2013年1月20日（日） 元気水戸新年大会（茨城） フット 一般，初心者 水戸市『七つ洞公園』

2013年1月20日（日） ジュニアチャンピオン大会（東京）

2013年1月20日（日） 新春大会 福岡

2013年1月26日（土）～27日(日） 東京大合宿 大学合宿 矢板

2013年1月27日（日） 桜川市大会（茨城） フット，スコアO 初心者向け 桜川市

2013年1月27日（日） 有度山ロゲニング（静岡）

2013年1月27日（日） 京都OLC40周年大会 JOA公認B

2013年2月2日（土）
トレイル・オリエンテーリングにほんシリー
ズ

トレイル（JOA公認申請済み） 静岡県浜松市

2013年2月2日（土）
みんなのスポーツ塾ミニフォトロゲイン，講
習会

駒沢公園

2013年2月3日（日）
関東パークOツアー2012　千葉市昭和の
森オリエンテーリング大会（千葉OLK)

フット・パークO， 一般オリエンティア向け 千葉市昭和の森公園

2013年2月3日（日） 東大・筑波大・慶応大対抗戦 大学対抗戦（東工大運営） さんぶの森

2013年2月3日（日） 昇竜杯（愛知）

2013年2月3日（日） スポーツフェスタ（福岡）

2013年2月8日（金）〜11日（月，休） 早稲田大学冬合宿 大学合宿 日光エリア

2013年2月9日（土） 新人運営大会（京都）

2013年2月9日（土）～10日(日） 日本学連合宿 日光エリア

2013年2月10日（日） 山リハ（栃木）

2013年2月11日（月，休） ES関東CバレンタインS（東京） フット：スプリント（JOA公認）

2013年2月11日（月，休） 関西学連定例戦（京都）

2013年2月15日（金）〜17日（日） 慶応大合宿 フット 大学合宿

2013年2月16日（土）〜17日（日） スプリントO神戸 フット：スプリント（JOA公認）

2013年2月19日（火） 慶応大･早大対抗戦 フット 大学対抗戦（東大運営）

2013年2月22日（金）〜24日（日） 早稲田大学OC春の3日練 高麗郷，両総用水，菜の花台

2013年2月22日（金）〜24日（日） 慶応大合宿 フット 大学合宿

2013年2月22日（金）〜24日（日） 東大合宿 フット 大学合宿 日光エリア

2013年2月22日（金）〜24日（日） 東工大合宿 フット 大学合宿 矢板

2013年2月23日（土）〜24日（日） ときわ走林会合宿 フット 地域クラブ合宿 群馬（榛名？）

2013年2月24日（日） 関東パークO（神奈川）最終戦 岸根公園？

2013年2月24日（日） トレイルO四国 トレイル（JOA公認）

2013年3月1日（金）〜3日（日） 早稲田大学OC春合宿 大学合宿 富士エリア

2013年3月2日（土） 東京トレイル トレイル（JOA公認申請済み）

2013年3月2日（土）〜3日（日） トレイルOコントローラ講習会 トレイル講習会（JOA主催）

2013年3月3日（日） 八郷総合運動公園パーク フット 一般，初心者 八郷総合運動公園

2013年3月3日（日） 慶応大練習会 フット 大学合宿

2013年3月8日（金） インカレ併設トレイルO大会 トレイル 日光市（未定）

2013年3月9日（土）～10日（日） インカレミドルリレー（栃木） フット：ミドル 学生選手権 日光市

2013年3月10日（日） インカレミドルリレー（栃木） フット：リレー 学生選手権 日光市

2013年3月17日（日） クラブ対抗リレー（埼玉） ときがわ町

2013年3月16-17日 全日本スキーO（北海道） スキー（JOA公認）

2013年3月23日（土） 金沢大大会 フット･スプリント？

2013年3月24日（日） 全日本大会（福井） フット：ロング（JOA公認）

4月上旬～下旬 大学新歓

2013年4月7日（日） WOC/JWOC選考レース フット：スプリント 一般参加できるかは今後の情報による 神奈川

2013年4月14日（日） 茶の里いるま大会（埼玉）

2013年4月20日（土）〜21日（日） WOC/JWOC選考レース フット 一般参加できるかは今後の情報による 駒ヶ根

2013年4月28日（日） 都民スポレクふれあい大会 パークO，フォト・スコアO 一般オリエンティア向け，地域初心者向け 東京都練馬区光が丘公園,光が丘団地

2013年5月12日（日） 第26回埼玉県民OL大会

2013年5月19日(日）または26日（日） 関東学連ペアO

2013年5月26日（日） 東京ＯＬクラブ　ベテランズ大会 長いミドル 一般オリエンティア向け 青梅市「笹仁田峠」

2013年5月頃 早稲田・千葉対抗戦 大学対抗戦(運営筑波大）

2013年6月2日（日） 国土地理院大会 国土地理院

2013年6月9日（日） 東大OLK大会（静岡）

2013年6月16日（日） KASEI大会

2013年6月16日（日） 栃木県協会大会

2013年6月23日（日） 関東学連ロングセレクション

2013年6月29（土）
（仮称）第１４回　さくらんぼ争奪オリエン
テーリング大会

フット・ミドル２レース、スプリントナイトＯ、その他
を検討中

基本的に一般向けですが、例年学生の参加が
多く対抗戦も予想されます。クラスはＥクラス含
みＡクラスはほぼ全クラス、外初心者・キッズに
も対応します。

山形県蔵王温泉（山形市・上山市）

2013年6月30（日）
（仮称）第１４回　さくらんぼ争奪オリエン
テーリング大会

フット・ミドル２レース、スプリントナイトＯ、その他
を検討中

基本的に一般向けですが、例年学生の参加が
多く対抗戦も予想されます。クラスはＥクラス含
みＡクラスはほぼ全クラス、外初心者・キッズに
も対応します。

山形県蔵王温泉（山形市・上山市）

2013年7月7日（日） 霧ヶ峰ロゲイニング（長野） ロゲイン

2013年7月14日（日）または15日(祝）？？？ OS定例会？？？

2013年7月下旬～8月上旬 東大夏場所

2013年8月上旬 早稲田大学OC夏のの3日練 未定

2013年8月24日（土）〜25日（日）調整済 駒ヶ根高原大会（長野） 25日のイベントJOA公認申請予定

2013年9月1日（日） 第34回早大OC大会

2013年9月8日（日） 京大・京女 JOA公認申請予定

2013年9月15日（日） 東北大学大会

2013年9月22日（日）
第27回全日本高等学校・中学校オリエン
テーリング選手権大会

フット・リレー（22日）
中高生向け全国大会、及び、それと同じ会場で
行う一般オリエンティア向け大会

現時点では決定していません。

2013年9月23日（月・祝）
第27回全日本高等学校・中学校オリエン
テーリング選手権大会

フット・個人競技（23日）※個人競技の種目は現
時点では決定していません。

中高生向け全国大会、及び、それと同じ会場で
行う一般オリエンティア向け大会

現時点では決定していません。

2013年9月29日（日）
関東学連新人戦（第29回埼玉県ＯＬ協会
大会と合同開催の可能性あり）

2013年9月29日（日）調整済
第29回埼玉県ＯＬ協会大会（関東学連新
人戦と合同開催の可能性あり）

KAMIYATSU

2013年10月13日? インカレロング2013（東海）

2013年11月2日（土）予定 全日本トレイル トレイル 岐阜

2013年11月3日（日） 愛知OLC40周年大会 愛知

2013年11月4日（月，休） 全日本ミドル（三重） フット：ミドル（JOA共催）カテゴリーA 三重

2013年11月16日（土） 前日イベント スプリント 都心

2013年11月24日（日） 朝霧ロゲイニング（静岡） ロゲイン

2013年11月24日（日） 埼玉県レク大会 パークO 幸手

2013年11月22～2５日 初滑りスキーＯ合宿 スキー ＮＴ及び初心者含む一般者 北海道旭岳温泉

2013年11月30日（土） 全日本スプリント（滋賀） フット：スプリント（JOA共催）

2013月12月1日（日） クラブ7人リレー（滋賀）

2013年12月15日（日）重要：日程変更 全日本リレー（東京） フット：リレー（JOA主催）

2013月12月 関東学連ミドルセレクション

2013年12月21～23日 スキーＯクリスマス合宿 スキー 山形県蔵王ライザスキー場

2014年3月16日（日） 第18回クラブ対抗リレー大会

2014年11月予定 第30回埼玉県ＯＬ協会大会 第３回全日本ミドルＯ大会として申請予定

千葉大：東葉東工戦(東大・東工・千葉対抗戦)　未定　大学対抗戦

千葉大：筑葉戦(筑波・千葉対抗戦)　未定　大学対抗戦

千葉大：のこちば戦(東京農工・千葉対抗戦)　未定　大学対抗戦

千葉大：けーちば戦(KOLC・千葉対抗戦)　未定　大学対抗戦

千葉大：千葉大スプリント(予定)　未定　一般オリエンティア向け

千葉大：(千葉大大会(毘沙門山が利用できるかによる)　秋頃　一般オリエンティア向け)

慶応大：4月の日曜日は新歓を兼ねたクラブ内での練習会を毎週開催予定

慶応大：ロングセレ前の日曜日にクラブ内での練習会を予定

慶応大：6月か7月の日曜日に早大OCと東工大OLTの対抗戦を運営予定


