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　　新入会員の情報　の情報　情報　
高田 朋輝 さん　東海中学東海中学 3年
　名古屋にあります、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやにあります、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや部というところでオリエンテーリング活動を部としてやというところでオリエンテーリング活動を部としてやオリエンテーリング活動を部としてや活動を部としてやを部としてや部というところでオリエンテーリング活動を部としてやとしてや
らさせて頂いております、豊橋市在住の高田朋輝です。いております、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや豊橋市在住の高田朋輝です。のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや高田朋輝です。でオリエンテーリング活動を部としてやす。
　私事ではございますが、昨年でオリエンテーリング活動を部としてやはございますが、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや昨年 11 月 14 日に開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大に開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大全国中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや高等学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやオリエンテーリング活動を部としてや選手権大
会(通称:インターハイ)のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや男子中学生選手権クラスにて優勝させていただき、にて優勝させていただき、させていた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大だき、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや2021 年アジア-ジュニアユースにて優勝させていただき、オリ
エンテーリング活動を部としてや選手権大会(通称:AsJYOC))に挑戦させて頂く運びとなりました。させて頂いております、豊橋市在住の高田朋輝です。く運びとなりました。運びとなりました。びとなりました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大。
　2021 年 AsJYOC) に挑戦させて頂く運びとなりました。するにあた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大り、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや部というところでオリエンテーリング活動を部としてやから離れて個人的な活動をすることも多くなってしまうため、そちれて個人的な活動をすることも多くなってしまうため、そちな活動を部としてやを部としてやすることも多くなってしまうため、そち多くなってしまうため、そちく運びとなりました。なってしまうた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大め、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやそち
らのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや活動を部としてやを部としてやカバーするた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大めに、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや同じ三河に住んでおり、様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三じ三河に住んでおり、様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三三河に住んでおり、様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三に住の高田朋輝です。んでオリエンテーリング活動を部としてやおり、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三な大会に参加させて頂いてており身近である、三させて頂いております、豊橋市在住の高田朋輝です。いてており身近である、三でオリエンテーリング活動を部としてやある、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや三
河に住んでおり、様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三オリエンテーリング活動を部としてやクラブに加入させて頂くことに致しました。に加させて頂いてており身近である、三入させて頂くことに致しました。させて頂いております、豊橋市在住の高田朋輝です。く運びとなりました。ことに致しました。しました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大。
　まだまだ未熟者で至らぬ点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。でオリエンテーリング活動を部としてや至らぬ点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。らぬ点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。も多くなってしまうため、そち多くなってしまうため、そち々な大会に参加させて頂いてており身近である、三あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。いますが、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやほどよろしく運びとなりました。お願いいたします。いいた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大します。
蟹江 凱 さん　東海中学東海中学 3年
　東海中高ワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや部というところでオリエンテーリング活動を部としてやに所属しております、名古屋市在住、中学しております、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや名古屋にあります、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや市在住の高田朋輝です。、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや中学 3年のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや蟹江凱です。でオリエンテーリング活動を部としてやす。
2021 年 12 月に香港で開催されますアジアジュニア・ユースオリエンテーリング選手権大会への出場を目指すでオリエンテーリング活動を部としてや開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大されますアジアジュニア・ユースにて優勝させていただき、オリエンテーリング活動を部としてや選手権大会へのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや出場を目指すを部としてや目指す
にあた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大り、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやでオリエンテーリング活動を部としてやのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや部というところでオリエンテーリング活動を部としてや活動を部としてやのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやみでオリエンテーリング活動を部としてやはアジアのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや舞台を目指すのは困難であると考え、入会させて頂く事となりまを部としてや目指すのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやは困難であると考え、入会させて頂く事となりまでオリエンテーリング活動を部としてやあると考え、入会させて頂く事となりまえ、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや入させて頂くことに致しました。会させて頂いております、豊橋市在住の高田朋輝です。く運びとなりました。事ではございますが、昨年となりま
した全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大。
　私事ではございますが、昨年でオリエンテーリング活動を部としてやはございますが、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや昨年 11 月 14 日に開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大に群馬県赤城にて開催された全国中学校高等学校オリエンテーリンにて開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大された全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大全国中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや高等学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやオリエンテーリン
グ活動を部としてや選手権大会において個人中学選手権クラスにて優勝させていただき、でオリエンテーリング活動を部としてや準優勝させていただき、、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや団体中学選手権クラスにて優勝させていただき、でオリエンテーリング活動を部としてや優勝させていただき、させていた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大だき、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや本格的な活動をすることも多くなってしまうため、そち
にアジア、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや世界の舞台への想いが強くなっていきました。のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや舞台を目指すのは困難であると考え、入会させて頂く事となりまへのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや想いが強くなっていきました。いが強くなっていきました。く運びとなりました。なっていきました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大。
　至らぬ点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。らぬ点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。も多くなってしまうため、そち多くなってしまうため、そち々な大会に参加させて頂いてており身近である、三あるかと思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。いますが、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや同じ三河に住んでおり、様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三じ三河に住んでおり、様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三東海中高ワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや部というところでオリエンテーリング活動を部としてやに所属しております、名古屋市在住、中学しており、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやこのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや三河に住んでおり、様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三オリエン
テーリング活動を部としてやクラブに加入させて頂くことに致しました。に同じ三河に住んでおり、様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三じ三河に住んでおり、様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三タイミング活動を部としてやでオリエンテーリング活動を部としてや入させて頂くことに致しました。会させて頂いております、豊橋市在住の高田朋輝です。いた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大 (同じ三河に住んでおり、様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三学年でオリエンテーリング活動を部としてやも多くなってしまうため、そちあります)高田朋輝です。と共に切磋琢磨しながらに切磋琢磨しながらしながら
同じ三河に住んでおり、様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三じ三河に住んでおり、様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三目標に向かい邁進致します。に向かい邁進致します。かい邁進致しました。します。
　ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやほどよろしく運びとなりました。お願いいたします。い致しました。します。

　　クラブメンバーの活躍　の情報　活躍　2020 年 12 月 19 日〜2021 年 1 月 31 日分

12 月 19 日 (土)　パーの活躍　ク O ツアーの活躍　 in 関西　[鴻巣山]

MA　2.8km ↑170m 11 位　築地 孝和　0:27:39 45 人出走
M50　2.6km ↑145m   6 位　角岡 明　　0:41:54 11 人出走
12 月 19 日 (土)　栃木県オリエンテーリング大会　オリエンテーの活躍　リング大会　大会　[小山総合公園]

L　3.0km 25 位　井上 仁　　0:18:00 67 人出走
extra　2.9km 22 位　井上 仁　　0:18:36 40 人出走
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12 月 27 日 (日)　東海学連定例戦 day1　[丸火自然公園]

ME　4.3km ↑150m   2 位　石川 創也　0:40:17   3 位　藤井 一樹　0:42:05 24 人出生
  5 位　粟生 啓介　0:43:38 14 位　岩瀬 史明　0:53:42

16 位　伊部ちゃんに負けた林ちゃんに負けた林負けた林けた林林　0:54:12

fashta-X　4.1km   2 位　伊部ちゃんに負けた林ちゃんに負けた林負けた林けた林かもしれない林林　0:38:08　※伊部というところでオリエンテーリング活動を部としてやさんは 41:24 でオリエンテーリング活動を部としてやした全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大
岩瀬　DISQ　　11 人出走

fashta-Y　4.1km   1 位　粟生 啓介　0:31:35   2 位　石川 創也　0:37:29 17 人出走
  4 位　藤井 一樹　0:38:41

12 月 28 日 (月)　東海学連定例戦　2 日目　[鳥追窪]

MER-AY　4.0km ↑190m 1 位　粟生　0:35:36 2 位　藤井 かずき　0:35:41 6 人出走
4 位　石川　0:42:02

MER-BY　4.0km ↑190m 1 位　林　　0:38:40 4 人出走
fashta-X　4.3km 3 位　粟生　0:36:24 4 位　それは創也石川創也石川　0:36:31 18 人出走

7 位　林　　0:40:01

fashta-Y　4.3km 2 位　藤井 かずき　0:35:40 5 人出走
1 月 3 日 (日)　第 36 回 KOLA 新春大会　[大阪府　南港中央公園]

MA　3.4km ↑50m 35 位　幸原 朋広　0:20:40 54 人出走
M50　2.5km ↑35m   1 位　角岡 明　　0:14:08 7 人出走
Ex-s   5 位　角岡 明　　0:07:16 24 人出走
1 月 3 日 (日)　おゆみ野新春スプリント　野新春スプリント　[おゆみ野新春スプリント　の情報　道]

L　3.6km ↑60m 41 位　井上 仁　0:22:21 113 人出走
Extra　2.7km ↑35m 37 位　井上 仁　0:16:52 65 人出走
1 月 9 日 (土)　FGFF #1　[四季のさとの情報　さと]

E　3.6km ↑240m 10 位　粟生 啓介　0:46:13 16 位　石川 創也　0:49:46 69 人出走
20 位　藤井 一樹　0:55:09 62 位　角岡 明　　1:36:17

A　2.5km ↑170m   5 位　藤井 一樹　0:32:37 28 人出走
fash-p　2.4km   6 位　藤井 一樹　0:21:22 10 人出走
fash-q　2.5km   2 位　粟生 啓介　0:18:40   9 位　石川 創也　0:21:25 20 人出走
circuit1　1.5km 11 位　角岡 明　　0:19:08 20 人出走
circuit2　1.8km   7 位　粟生 啓介　0:17:09 13 位　角岡 明　　0:25:35 15 人出走
1 月 10 日 (日)　FGFF #2　[霊山]

E1　3.9km ↑155m 　　　粟生 啓介　DISQ 57 人
E2　3.9km ↑155m 3 位　藤井 一樹　0:34:38 44 人
circuit2　1.2km 9 位　藤井 一樹　0:09:33 44 人
circuit3　2.0km 4 位　藤井 一樹　0:20:00 28 人



1 月 10 日 (日)　第 4 回名古屋市民オリエンテーリング大会　オリエンテーの活躍　リング大会　大会　[大高緑地]

MA　5.2km ↑140m 5 位　山口 雅弘　1:01:31 8 人出走
M35　4.2km ↑120m 1 位　杉山 洋平　0:37:25 7 人出走
W35　3.0km ↑100m 1 位　三井 由美　0:44:24 2 人出走
M50　4.2km ↑120m 1 位　稲葉 英雄　0:34:11 3 位　角岡 明　0:43:14 14 人出走

5 位　桑山 朋巳　0:48:36

M75　2.5km ↑70m 1 位　小幡 昭次　0:41:36 4 人出走
ミニスコア 1 位　稲葉 英雄　1388 点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。　0:28:50 3 位　角岡 明　983 点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。　0:31:06 12 人出走
1 月 10 日 (日)　第 90 回上尾 OLC) 大会　[さきた林ま古墳古墳]

L　3.4km ↑2m 42 位　井上 仁　0:23:15 90 人出走
Extra　3.2km ↑2m 27 位　井上 仁　0:21:59 43 人出走
1 月 11 日 (月・祝)　Fujitaku Ghosn Final Festival #3　[田代池]

OME　3.8km ↑260m   8 位　石川 創也　0:53:12 12 位　粟生 啓介　0:55:36 66 人出走
23 位　藤井 一樹　1:04:24

1 月 16 日 (土)　令和二年度愛知県オリエンテーリング大会　競技力向上事業　[水別（北)]

E/A　2.7km ↑145m   3 位　石川 創也　0:21:25 6 位　粟生 啓介　0:24:31 44 人出走
  7 位　稲葉 英雄　0:24:47 8 位　藤井 一樹　0:27:00

15 位　角岡 明　　0:32:38

fashta1-X　2.4km   2 位　林　 　　　0:26:49 4 位　稲葉 　　　0:28:56 16 人出走
fashta1-Y　2.4km   2 位　藤井 一樹　0:25:49 13 人出走

  7 位　角岡 　　　0:35:01

circuit1　2.1km   5 位　稲葉 英雄　0:34:57 8 位　角岡 明　　0:44:08 18 人出走
control pick　1.9km   8 位　角岡 　　　0:32:37 　　　稲葉 　　　DISQ 12 人出走
1 月 17 日 (日)　丸火自然公園練習会　[丸火自然公園]

A　4.5km ↑170m 11 位　粟生 啓介　0:38:20 32 位　石川 創也　0:45:31 79 人出走

　　オンラインクラブ総会を実施しました実施しましたしま古墳した林　東海中学　東海中学　

1/24(日に開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大)に開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大予定であった第でオリエンテーリング活動を部としてやあった全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大第 13 回昇竜杯は緊急事態宣言により延期となりましたが、クラブ総会はオンライは緊急事ではございますが、昨年態宣言により延期となりましたが、クラブ総会はオンライにより延期となりましたが、クラブ総会はオンライとなりました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大が、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやクラブに加入させて頂くことに致しました。総会はオンライ
ン(Zoom ミーティング活動を部としてや)でオリエンテーリング活動を部としてや開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大しました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大。(以下、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや敬称略)

日時：1/24(日)　16:00〜17:30

参加者(会員名簿順)：永井 昇、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや小野 盛光、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや尾和 薫、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや稲葉 英雄、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや桑山 朋巳、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや三井 由美、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや樽見 典明、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや 杉森 憲文、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや
角岡 明、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや前田 裕太、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや堀江 悟、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや牧 宏優、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや牧 美沙、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや堀江 未加させて頂いてており身近である、三子、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや 渡仲 優、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや井上 仁、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや岩瀬 史明、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや石山 良太、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや稲吉
勇人、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや竹内 公一、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや戸上 直哉、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや椎名 麻美、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや藤井 菜実、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや山口 雅弘、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや山本 匡毅、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや石川 創也、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや横田 智也、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや神谷 孫斗、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや
築地 孝和、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや粟生 啓介、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや藤井 一樹、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや桑山 倫博、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや蟹江 凱です。、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや高田 朋輝です。　計 34 名
1. 2020 年度事業報告　事ではございますが、昨年務局から報告をいただいた。から報告をいただいた。を部としてやいた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大だいた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大。
2. 2020 年度会計報告　会計担当から報告をいただいた。を部としてやいた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大だいた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大。
3. 2020 年度会計監査報告　会計監査担当から報告をいただいた。を部としてやいた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大だいた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大。
4. 規約についてに負けた林つい林て　改正提案無しし



5. 役員の情報　改選　資材管理を新設、その他の役員は続投を部としてや新設、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやそのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや他の役員は続投のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや役員は続投
　会長：前田　　副会長：堀江 悟　　会計：岩瀬　　会計監査：牧 宏優　　事ではございますが、昨年務局から報告をいただいた。：小野
　資材管理を新設、その他の役員は続投：戸上 直哉　　東海地区連絡協議会：杉森　　県協会クラブに加入させて頂くことに致しました。推薦理を新設、その他の役員は続投事ではございますが、昨年：杉森
　県協会三河に住んでおり、様々な大会に参加させて頂いてており身近である、三 OLC)窓口：前田　　ML 担当：前田　　ホームページ担当：小野
6. 2021 年度事業計画

　A. 主催・主管・協力事業

　　I. 三河OLC) 創立 45周年大会

　　　準備を中心となって進めるメンバーの募集を行った。日程やテレインの検討は今後。を部としてや中心となって進めるメンバーの募集を行った。日程やテレインの検討は今後。となって進めるメンバーのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや募集を部としてや行った。日程やテレインの検討は今後。った全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大。日に開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大程やテレインの検討は今後。やテレインのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや検討は今後。は今後。
　　　メンバー：桑山 朋巳、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや稲葉、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや粟生、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや角岡、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや堀江 (ここまでオリエンテーリング活動を部としてや事ではございますが、昨年前連絡)

　　　　　　　　石山、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや藤井 菜実、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや牧 宏優、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや牧 美沙、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや岩瀬、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや神谷 孫斗、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや築地
　　　　　　　　(総会後に追加させて頂いてており身近である、三)高田、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや蟹江、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや稲吉　　後援申請、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやHPリンク等:小野
　　II. 第 13 回昇竜杯

　　　・延期となりましたが、クラブ総会はオンライになっていた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大第 13 回昇竜杯は緊急事態宣言により延期となりましたが、クラブ総会はオンライを部としてや 5/5(祝)に実施する。する。
　　　・会場を目指す定であった第員へのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや対応：午前・午後のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや 2 部というところでオリエンテーリング活動を部としてや制とし、それぞれで会場定員の半分ずつを受け入れる。とし、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやそれぞれでオリエンテーリング活動を部としてや会場を目指す定であった第員のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや半分ずつを受け入れる。ずつを部としてや受け入れる。け入れる。入させて頂くことに致しました。れる。
　　　・不参加させて頂いてており身近である、三のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや場を目指す合もランク下げは行わないも多くなってしまうため、そちランク下げは行った。日程やテレインの検討は今後。わない(人数制とし、それぞれで会場定員の半分ずつを受け入れる。限および関東の大会との重複を考慮した特例措置および関東のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや大会とのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや重複を考慮した特例措置を部としてや考え、入会させて頂く事となりま慮した特例措置した全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大特例措置)。
　　　・役員は新日に開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大程やテレインの検討は今後。のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや都合もランク下げは行わないに合もランク下げは行わないわせて再調整を行う。を部としてや行った。日程やテレインの検討は今後。う。
　　　第 14 回昇竜杯は緊急事態宣言により延期となりましたが、クラブ総会はオンライについては継続検討は今後。。
　　III. 設楽が原が原原 PC) の情報　点検整備　担当：小野、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや永井、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや(小幡？)

　　IV. 岡崎中央総合公園ファミリーの活躍　フェスタ　(5 月 5 日)

　　　昇竜杯は緊急事態宣言により延期となりましたが、クラブ総会はオンライを部としてや優先し、役員に余裕がある場合に限り引き受けるし、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや役員に余裕がある場を目指す合もランク下げは行わないに限および関東の大会との重複を考慮した特例措置り引き受けるき受け入れる。け入れる。る(担当:小野)

　　V. サマーの活躍　 O　継続検討は今後。
　　VI. 昭和の情報　森チャレンジチャレンジ 2021　3 月 1 日に開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大〜11 月 30 日に開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大に実施する。　担当：前田
　B. 広報活動

　　I. クラブニューの活躍　ス

　　　1 月：前田、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや2 月：小野、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや3 月：永井、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや4 月：藤井 菜実、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや5 月：堀江 悟、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや6 月：牧 宏優、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや
　　　7 月：岩瀬、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや8 月：神谷 孫斗、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや9 月：角岡、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや10 月：山本 匡毅、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや11 月：渡仲 優、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや12 月：堀江 未加させて頂いてており身近である、三子
　　II. ホーの活躍　ムペーの活躍　ジ更新　担当：小野
　C). 2022 年総会

　　来年 1 月のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや第 14 回昇竜杯は緊急事態宣言により延期となりましたが、クラブ総会はオンライのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや日に開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大に開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大する。 対面にするかオンラインにするかはコロナの状況次第。にするかオンラインにするかはコロナの状況次第。のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや状況次第。
　D. クラブとして大会参加

　　I. ウェスタンカップ (2/14,神戸市立森林植物園)　担当：角岡
　　II. 7人リレーリレーの活躍　 (栃木県矢板市「ミツモチ山麓 〜あつまれ！県民の森〜」ミツモチ山麓 〜あつまれ！県民の森〜」山麓 〜あつまれ！県民の森〜」県民の森〜」のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや森〜」)　担当：角岡
　　III. 第 15 回(？)名椙大会 (団体競技がある場合がある場を目指す合もランク下げは行わない)　担当：前田
7. その情報　他議題

　A. EMIT 関係 (杉森)

　　今のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやところ買い足す予定無し。い足す予定無し。す予定であった第無しし。
　　会員が増えて無償貸与えて無し償貸与 E カードが不足しそうな状況になったときは買い足すが不足す予定無し。しそうな状況になった全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大ときは買い足す予定無し。い足す予定無し。す(所要 1〜2ヶ月程度月程やテレインの検討は今後。度)。
　B. クラブ員の情報　の情報　連絡先共有についてに負けた林つい林て (ML 担当:前田)

　　従来は紙の名簿でのみ共有してきたが一部の情報を会員専用サイトのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや名簿でオリエンテーリング活動を部としてやのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやみ共に切磋琢磨しながら有してきたが一部の情報を会員専用サイトしてきた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大が一部というところでオリエンテーリング活動を部としてやのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや情報を部としてや会員専用サイトサイト(パスにて優勝させていただき、ワードが不足しそうな状況になったときは買い足す付きき)でオリエンテーリング活動を部としてや共に切磋琢磨しながら有してきたが一部の情報を会員専用サイトする。



　　会費納入の情報　お願いい林　東海中学　東海中学　　

2021 年のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやクラブに加入させて頂くことに致しました。会費納入させて頂くことに致しました。を部としてやお願いいたします。いいた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大します。（学生会員は支払い不要です。）学生会員は支払い不要です。）い不要でオリエンテーリング活動を部としてやす。）
現状クラブの会計状況は”非常に”厳しい状況となっております。クラブの情報　会計状クラブの会計状況は”非常に”厳しい状況となっております。況は”非常に”厳しい状況となっております。は創也石川”非常に”厳しい状況となっております。非常に”厳しい状況となっております。に負けた林”非常に”厳しい状況となっております。厳しい状況となっております。しい林状クラブの会計状況は”非常に”厳しい状況となっております。況は”非常に”厳しい状況となっております。となっておりま古墳す。

クラブ運営のため、皆様ご協力よろしくお願いします。の情報　た林め、皆様ご協力よろしくお願いします。皆様ご協力よろしくお願いします。ご協力よろしくお願いします。協力よろしくお願いい林しま古墳す。

①競技がある場合者で至らぬ点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。登録をされない方を部としてやされない方
　　クラブに加入させて頂くことに致しました。会費として 3600円をお納め下さい。クラブの口座は下に記載の通りです。を部としてやお納め下さい。クラブに加入させて頂くことに致しました。のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや口座は下に記載の通りです。は下に記載の通りです。のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや通りでオリエンテーリング活動を部としてやす。
②競技がある場合者で至らぬ点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。登録をされない方を部としてやされる方
　　クラブに加入させて頂くことに致しました。会費 3600円をお納め下さい。クラブの口座は下に記載の通りです。から競技がある場合者で至らぬ点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。登録をされない方料補助 3000円をお納め下さい。クラブの口座は下に記載の通りです。を部としてや引き受けるいた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大 600円をお納め下さい。クラブの口座は下に記載の通りです。を部としてやお支払い不要です。）いく運びとなりました。ださい。
【振込口座は下に記載の通りです。】ゆうちょ　店名：二一八　店番：２１８　預金種目：普通預金　口座番号：ゆうちょ　店名：二一八　店番：２１８　預金種目：普通預金　口座は下に記載の通りです。番号：0282221

　　競技者登録についてに負けた林つい林て　東海中学　東海中学　　

2021 年愛知県オリエンテーリング大会　競技者登録についてを実施しました会計で実施いたしません。各自実施しましたい林た林しま古墳せん。各自 4/1以降に下記リンクより実施ください。に負けた林下記リンクより実施ください。リンクより実施しましたください林。

競技者登録について用サイト　サイト　https://japan-o-entry.com/event/view/627

(愛知県協会のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや競技がある場合者で至らぬ点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。登録をされない方方式変更のため　のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてやた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大め　http://www.aichiol.com/athlete/athletetop.htm 参照)

競技がある場合者で至らぬ点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。登録をされない方希望ですでに個人負担金でオリエンテーリング活動を部としてやすでオリエンテーリング活動を部としてやに個人負担金 2000円をお納め下さい。クラブの口座は下に記載の通りです。を部としてやクラブに加入させて頂くことに致しました。会計に支払い不要です。）い済みの方みのワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや方
（学生会員は支払い不要です。）年会費と合もランク下げは行わないわせて 5600円をお納め下さい。クラブの口座は下に記載の通りです。お支払い不要です。）いいた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大だいている方）
→4/1 以降に競技者登録確認次第、に競技がある場合者で至らぬ点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。登録をされない方確認次第、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや2000円をお納め下さい。クラブの口座は下に記載の通りです。返金＋登録をされない方費補助費 3000円をお納め下さい。クラブの口座は下に記載の通りです。を部としてや足す予定無し。した全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大 5000円をお納め下さい。クラブの口座は下に記載の通りです。を部としてや返金します。

　　大会・練習会情報　東海中学　東海中学　　★2/20(土)　東海中学第 2 回阪神奈大会兼全日本スプリントスプリント　(締切済)

　　奈良県「ミツモチ山麓 〜あつまれ！県民の森〜」馬見丘陵公園」でオリエンテーリング活動を部としてや開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大
　　https://sites.google.com/view/hanshinna2nd

★2/21(日)　東海中学大阪 OLC)45 周年大会 [公認]　2/1締切

　　大阪府「ミツモチ山麓 〜あつまれ！県民の森〜」箕面にするかオンラインにするかはコロナの状況次第。」でオリエンテーリング活動を部としてや開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大
　　http://www.orienteering.com/~osakaolc/index.html

★3/13(土)　東海中学インカレミドル　2/17締切

　　三重県「ミツモチ山麓 〜あつまれ！県民の森〜」青山高原」「ミツモチ山麓 〜あつまれ！県民の森〜」奥鹿野」でオリエンテーリング活動を部としてや開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大　併設大会あり　応援を部としてや兼ねて参加いかがでしょう？ねて参加させて頂いてており身近である、三いかがでオリエンテーリング活動を部としてやしょう？
　　当クラブに加入させて頂くことに致しました。会員のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや粟生 啓介(名大 3)、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや藤井 一樹(名工大 3)、東海中学校のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや石川 創也(名大 4)が選手権クラスにて優勝させていただき、出場を目指す予定であった第
　　http://www.orienteering.com/%7Eicmr2020/heisetsu.html

★5/3(月・祝)　東海中学岡崎ロゲイニングロゲイニング 2021　(申込期間 2/1〜4/12、皆様ご協力よろしくお願いします。定員の情報　 200 名)

　　当クラブに加入させて頂くことに致しました。会員のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや多くなってしまうため、そちく運びとなりました。が運びとなりました。営に関わります。たまにはロゲイニングもいかがでしょう？に関わります。た全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大まにはロゲイニング活動を部としてやも多くなってしまうため、そちいかがでオリエンテーリング活動を部としてやしょう？
　　http://www.katch.ne.jp/%7En-nagai/okazaki.files/2021roge.htm

★5/5(水・祝)　東海中学第 13 回昇竜杯　(4 月初め頃に受付開始予定め頃に受付開始予定に負けた林受付開始予定)

　　1/24 から延期となりましたが、クラブ総会はオンライした全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大当クラブに加入させて頂くことに致しました。のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや主催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大大会でオリエンテーリング活動を部としてやす。岡崎市「ミツモチ山麓 〜あつまれ！県民の森〜」藤川」でオリエンテーリング活動を部としてや開催されました全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大します。
　　役員以外の会員の皆様は普通に参加者としてご参加いただけます。ぜひお越しください。のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや会員のワンダーフォーゲル部というところでオリエンテーリング活動を部としてや皆様は普通に参加させて頂いてており身近である、三者で至らぬ点も多々あるかとは思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。としてご参加させて頂いてており身近である、三いた全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大だけ入れる。ます。ぜひお越しください。しく運びとなりました。ださい。

　　今後の編集担当の情報　編集担当　東海中学　東海中学　　

(敬称略)

  2 月(494号)：小野   3 月(495号)：永井   4 月(496号)：藤井 菜実 5 月(497号)：堀江 悟
  6 月(498号)：牧 宏優   7 月(499号)：岩瀬   8 月(500号)：神谷 孫斗 9 月(501号)：角岡
10 月(502号)：山本 匡毅 11 月(503号)：渡仲 優 12 月(504号)：堀江 未加させて頂いてており身近である、三子


