
 

 

 

 編集：藤井  

  

クラブ員の活躍 3/1～4/31  

＊3/7(日)  パーク O ツアー in 関西 2020 兵庫 【三木ホースランドパーク】 

M50 2 位 角岡 明 0:23:00（全 22 人） 

W50 1 位 三井 由美 0:40:12（全１人） 

 

＊3/13(土) 2020 年度末記念大会 【倉掛湧水地】 

 ME  7 位 粟生 啓介 0:50:38（全 40 人） 

 

＊3/21(日) サンキュー杯～探せ、この世のすべてをここに置いてきた～ 【霊山】 

 プロ  7 位  角岡 明 0:44:20（全 37 人） 

 

＊3/21(日) サンキュー杯～午後企画～ 【霊山】 

 MA  45 位 角岡 明 333 点 0:44:19（全 56 人） 

 

＊3/27(土) パーク O ツアー in 関西 2020 【Sun Shine Beach】 

 M50 2 位 角岡 明 0:19:06（全 17 人） 

 W50 1 位 三井 由美 0:23:11（全 5 人） 

 

＊3/28(日) 令和 2 年度岡山県民オリエンテーリング大会 【吉備高原】 

 V  1 位 角岡 明 0:41:56  4 位 尾和 薫 1:11:18（全 9 人） 

 

＊4/4(日) 20210404_JOA 合宿 【上井出】 

 MS  13 位 粟生 啓介  1:11:33  15 位 藤井 一樹  1:21:26（全 18 人） 

 

＊4/11(日) WOC／JWOC 代表選考会 【日沢】 

 MS  13 位 戸上 直哉  0:43:32（全 25 人） 

 MSC 15 位 粟生 啓介  0:53:42  17 位 前田 裕太  0:54:12（全 68 人） 

 WSC 2 位 角岡 明  0:59:00  7 位 椎名 麻美  1:07:17（全 17 人） 

 MJSC 5 位 高田 朋輝  1:48:01  DISQ 蟹江 凱    （全 6 人） 

 MVA 1 位 河合 芳尚  0:51:28（全 8 人） 
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＊4/25(日) 静岡県民オリエンテーリング大会 【小笠山総合運動公園】 

 個人 A 21 位 角岡 明 450 点 1:36:08（全 33 人） 

 

 

昭和の森チャレンジ開催中  
新型コロナウイルスの影響でオリエンテーリングをやれない/やりにくい日々が続いている中、大会や練習会のように大勢で集まっ

て行う形式ではなく 別々の日に個々人で行う方式の「昭和の森チャレンジ」が開催されています。フラッグはありませんが

NaviTabi による通過確認と計時ができます。また実施期間内であればいつでも好きな時に回れますので、ぜひご利用くださ

い！（※2020 年と同一コースです。2020 年に申し込んで利用されていない方は申し込みを引き継いでご利用可能で

す！） 

 

主催：三河オリエンテーリングクラブ 

会場：愛知県昭和の森 

期間：2021/03/01 - 2021/11/30 

詳細： 三河 OLC主催 昭和の森チャレンジ 2021のご案内 (sakura.ne.jp) 

 

 

オリエンテーリング参加手記（記：永井さん） 

★「昭和の森チャレンジ 2021」に挑戦！★ 

３月７日昭和の森に行ってきました。 日曜日で駐車場は 6 割ほど埋まっていました。 

スマホも無く、コントロールは何の目印もありませんが、地図のみで回ってみようと、中央スタートより初心者向けのコースを半分

ほど回ってきました。 

9：25 スタートして①②は無事に通過したもののコンパスを振り間違えたか、その後おかしくなって小径から道に出ても現在位

置が解らなくなり、やってきた人に尋ねてみた。 

「ワシはここの管理道路は全部分かっている」という人に行き逢い、ＯＬの地図を見せて現在位置を訪ねた。 暫くして「管理

道路は実線の道だナ」「この位置は今高い所へ来ているから、此処だろう」と地図を指差した。 ナビ OL の話をすると「面白い

遊びもあるネエ」と言って去って行かれた。 後から考えるとあの人はヒョットするとこの施設をパトロール中であったかなと思いま

す。 

彼の話を信じて続行すると地図どおりの道の交差が出てくる。 雨もパラついていたので④に着いたところうで中止して帰ろうかと

思ったが、このコースの最南端まで来ているので、⑤を経由して戻った。 途中湿地を渡る飛び石が濡れていて足を滑らせた

が、幸いに転ばずに済んだ。 

スタート地点へ着いた時 11：10 分でした。 [記：永井] 

 

★ミニトレーニングコース 椿の森★ 

★３月 9 日に小幡さんと 2 人で、美博 3 駐車場北：倉庫の横を△にして、お互いが反対周りにスコアーOL 方式で挑戦し

ました。 

小生は時計と反対周りで 43→34→33→44→37→→36→39→32→38→41→→→◎ 途中 38 へ向かったはずが

32 で、ここで小幡さんと出会った。 

http://runnersmate.sakura.ne.jp/non_event_type_ol/challenge2021showanomori.html
http://runnersmate.sakura.ne.jp/non_event_type_ol/challenge2021showanomori.html


最後 40 を何故か（ボケか）鞍部と思い込み尾根筋ばかり見ていて取れずに、時間切れで 31，42 も飛ばして終了する。 

所要時間 1：37：30 でした。 

東西南北 500m のエリア、椿を主の雑木林で、この時期枯葉の上に椿の花が随所に落ちていて、思わずシャッターを切りたく

なって、先ほど飛ばした 42 で写真を撮って帰りました。 

同日の小幡さんのルートは次の通りです。 

△→42→31→40→41→38→39→35→37→44→36→34→32→33→43→◎ 

所要時間およそ 1：21 分。 複雑な地形で難しかった、もう一回反対周りで回りますとコメントをいただきました。 

 

★３月１０日翌日再び反対周りで挑戦しましたが、年の性か疲労か分かりませんが、完歩出来ませんでした。    

△→43→42→31→40→32→38→41→→35→37→→39→→◎ 

41 から 38 経由 39 を目指すつもりが、北側の道路へ出てしまい、歩いて途中から小径へ入ろうとするがハッキリせず、崖の下

まで来て道路側から崖を登って昨日取れなかった 35 をゲットする。 

35 はコントロールテープに番号が書かれていませんでした。 

37 を取り 36 が取れずに 39 を取って、再び 36 を狙ったが取れずに、これが限界と東の道路へ出て終了とした。 1：23：

15 でした。 木の幹や枝につかまっての登り降りで、地図やコンパスはソッチ除けの状態で、細やかな地形を楽しめたと思いき

や、またまたマダニに手指の間を食いつかれ 2 日後に気づいて摘まみ出しました。 [記：永井] 

 

 

大会・練習会情報（愛知近辺）  
屋外スポーツだからと言って気を抜かず、こまめに手洗い・アルコール消毒実施するなど、できる限り安全にオリエンテーリングを

楽しみましょう！（※各自治体のコロナ感染拡大対策について、適宜最新情報をご確認の上参加を判断ください！） 

 

＊5/3（月）  根の上高原つつじ祭り大会 in 岐阜  ⇐当日申込あり！ 

主催：オリエンテーリングクラブルーパー 

会場： 根の上高原 根の上湖畔芝生広場 

 

＊5/11(火) 尾張三山 PC 巡り in 愛知  ⇐事前申込不要！ 

主催： あいちシニアオリエンテーリング愛好会 

集合：名鉄小牧線「羽黒」駅前  

      

＊5/29(土) 名城公園 tonarino スプリント in 愛知  ⇐受付中（5/24〆） 

  会場：名城公園北園（名古屋市北区） 

 

＊5/29-30 インストラクタ講習会 in 岐阜  ⇐受付中（5/15〆） 

  主催：岐阜県 

  会場：南飛騨健康増進センター（岐阜県下呂市） 

 

＊5/30(日) 愛知県民大会 in 愛知  ⇐受付中（5/10〆） 

  主催：愛知県オリエンテーリング協会 



  会場：愛知県瀬戸市定光寺公園とその周辺 

   

＊6/5(土)  オリエンテーリング練習会 in 岡崎  ⇐受付中（5/30〆） 

  主催：岡崎オリエンテーリング協会 

  会場：愛知県岡崎市「道根往還」 

 

＊6/6(日)  東大 OLK 大会 in 静岡 

  主催：東京大学オリエンテーリングクラブ 

  会場：静岡県「裾野」 

 

 

今後の編集担当者 
★記載してほしい記事・イベント告知などありましたら、下記担当者までご連絡ください！ 

 

５月(497 号)：堀江悟  ６月(498 号)：牧宏昌  7 月(499 号):岩瀬史明  8 月(500 号):神谷孫斗 

9 月(501 号):角岡明  10 月(502 号):山本匡毅   11 月(503 号):渡仲優   12 月(504 号):堀江未加子 


