
品目 数量 保管場所 調達時期 調達価格 特記事項 備考

(競技用)

コントロールフラッグ 70 佐藤 05/11～09/6 @800 コンテナ含

E-Card 105 佐藤 08/8～09/12 ≒@9,500 ＩＤは別紙 随時交換中 16/4岡大OLCへ2払下げ(不良品)

コントロールユニット 42 佐藤 08/8～09/8 ≒@12,000 No121～162 ケース4ヶ、コンテナ含 16/4岡大OLCへ1払下げ(不良品)

スタートユニット 4 佐藤 08/8～09/8 ≒@14,000 ↑

ユニット用アルミ支柱 50 佐藤 08/8～09/8 @500 筒ケース含む 16/4岡大OLCへ1貸与

MTR4 1 佐藤 08/8/ @136,000 16/5MTR本体交換

リーディングユニット 1 佐藤 09/8/ @14,000 USB用250ユニット

スタートチャイマ 1 佐藤 09/6/ @20,000 17/9修理

デジタル時計 2 佐藤 09/6/ ≒20,000 大×1、中×1

タイムコントロールチェッカ 1 佐藤 09/9/ @25,000

ストップウオッチ 1 佐藤 85/10/ - 県委員会継承品

コンパス 71 佐藤/海洋c 85/10/ - 県委員会継承品

コンパス 33 佐藤 85/10/ - 16/5吉備路から返却 県委員会継承品 16/9岡大OLCへ5ｹ貸与

コントロールカード(ポイント用) 約200枚 佐藤 06/12/ @20

コントロールカード(トレイル用) 500枚 佐藤 09/7/ @45 海洋cにも40枚程度あり

ゼッケン 50 佐藤 85/10/ - 県委員会継承品

三角カラーコーン 23 佐藤 13/4/ ＠280 ナビゲーム用

(運営用)

幟旗 6 佐藤 07/10/ ≒@3,400

ポール(幟旗用) 10 佐藤 07/10/ - 笠岡海洋ｃから譲渡

パソコンディスク 1 佐藤 09/1/ @4,000

レジャーテーブル 1 佐藤 08/1/ @4,000

折りたたみテーブル 1 佐藤 09/8/ @6,000

更衣テント 1 佐藤 09/6/ @10,000

ブルーシート 1 佐藤 11/10/ @400

ハンドマイク 1 佐藤 07/2/ @2,000 16/4岡大OLCへ貸与

パワーギガホン&ケーブル １set 佐藤 09/12/ @40,000

小型スピーカー 1 佐藤 09/12/ @500

救急用品 1set 佐藤 08/2/ @3,400 随時有効期限での更新要

ハンマー 5 佐藤 09/1/～10/3 @400@100 100YENショップ品他

無線ルータ 1 佐藤 09/4/ - 的場氏から譲渡

ストレートケーブル(3m) 1 佐藤 09/5/ @500 無線ルータ接続用

Brotherラベルプリンタ 1 佐藤 05/11/ @11,500

シーラ 1 佐藤 07/1/ @8,500

ディスクカッタ 1 佐藤 07/1/ @1,000

レーザポインタ 1 佐藤 07/3/ @9,000

ポリ袋（A4） 2000 佐藤 17/6/ @6.0 別に笠岡海洋ｃ2000販売

ポリ袋（B5） 1500 佐藤 17/6/ @5.0

ウォータジャグ 1 佐藤 09/3/ @1,000 約7L

ポール(トレイル用) 135 佐藤 07/3/～10/11 @53 H900 うち20本余はDP用

ポール(トレイル用パンチ付) 20 佐藤 07/3/～09/10 @53 H900

地図入れトレイ 10 佐藤 09/1/ @100 16/4小型に買い替え 100YENショップ品 大型は白石へ

カレンダポケット 9 佐藤 09/1/ @100 100YENショップ品 ビニール製は白石へ

Maluka2ライセンス 1 佐藤 07/11/ @10,000

Ｅｓｐｒｅｓｓｏ2ライセンス 1 佐藤 05/10/ @2,000

ホームページビルダ18ソフト 1 佐藤 14/5/ @7,250 ver16(@11000)のverup

協会印、会長印、理事長印、他 佐藤 95/、05/ ≒50,000

タープ 1 佐藤 10/7/ @12,000

canonプリンタ(A3対応) 1 佐藤 18/6/ @26,000 交換

SILVAコンパスexpedition54 2 佐藤 13/12/、14/10 @9000

canonプリンタ(A4)&USBケーブル １set 佐藤 11/8/ ＠5,000

調査用アルミバー 3 佐藤 11/8/ @500

ボイズンリムーバ 1 佐藤 11/8/ @1,400

ユニット入れ袋 12 佐藤 12/4/～13/4 ＠100 100YENショップ品

GPS及び関係ソフト 1set 佐藤 12/7/ @200,000 17/4新バッテリ調達(@8,650) 

XPパソコン 3 佐藤 12/10/ - 溝辺氏から譲渡

リバーシブルコンテナ 2 佐藤 16/3/ ＠1,300

USBメモリ（16GB） 1 佐藤 17/5/ ＠1400

USBハブ 1 佐藤 17/5/ ＠500

USBケーブル 1 佐藤 17/5/ ＠600

HDMIケーブル 1 佐藤 17/7/ ＠1,600

電子ホイッスル 1 佐藤 18/4/ ＠2,900

(参考)

OCAD9verupソフト 2 伊東/佐藤 07/1,07/12 @30,000 県協会移譲品とみなす

フラッグ（ビニール製） 約80ヶ 佐藤/海洋c 晴れの国岡山OLC所有 県委員会移譲品、 16/4岡大OLCへ10貸与

ピンパンチ（旧パターン） 約160ヶ 佐藤/海洋c 晴れの国岡山OLC所有 県委員会移譲品

スタート・ゴール幕 1set 佐藤 晴れの国岡山OLC所有 県委員会移譲品

ピンパンチ（新パターン） 約50set 佐藤/海洋c 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品

ミニフラッグ（布製） 16 佐藤 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品、 16/4岡大OLCへ貸与

ミニフラッグ（樹脂製） 約50ヶ 海洋c 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品

MMC刻印コンパス 約70ヶ 佐藤 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品

パンチ台 約40ヶ 海洋c 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品

スタートチャイマ 1ヶ 佐藤 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品

スタート大時計 1ヶ 海洋c 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品

ゴールタイマ 2ヶ 佐藤 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品

電卓 1ヶ 佐藤 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品

コントロールカード(ポイント用) 約50枚 佐藤 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品

バインダ 約15枚 佐藤/海洋c 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品

OCAD9verupソフト 1 山本 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品、 16/4岡大OLCへ貸与

アルミ製杭 10 佐藤 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品

鉄製杭 2 佐藤 晴れの国岡山OLC所有 三菱自工水島OLC寄贈品

他運営用雑品(100円ショップ)
　更衣テント用ブルーシート、ナビゲーム用ストップウォッチ、給水用たらい、書類/備品類入れケース、巻尺、等
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