
編集担当：前田

　　3 年ぶりの春インカレ開催へ　〜がんばれ名椙〜　
2/5(土)〜2/6(日)　青山高原にてインカレミドルリレーが開催されます。

コロナ禍での 2 年連続の中止を経て 3 年ぶりの開催となります。

三河 OLC からは 3 名の選手が出場します。

Youtube 配信もありますので応援よろしくお願いします。

2/5(土)　ミドル・ディスタンス競技部門

Youtube配信12:00〜15:50予定　https://youtu.be/jKUJdMIx-Sc

三河OLCからの出場選手

女子選手権クラス(WE)　12:49　山崎 璃果　椙山女学園大学4

男子選手権クラス(ME)　13:01　粟生 啓介　名古屋大学4　シード選手

男子選手権クラス(ME)　13:16　藤井 一樹　名古屋工業大学4

　2/6(日)　リレー競技部門

　Youtube 配信 9:00〜16:10 予定

　https://youtu.be/SLQXYm9oWMY

　男子選手権クラス(ME)　名古屋大学(105)、 名古屋工業大学(124)

　女子選手権クラス(WE)　名古屋大学(208)、 椙山女学園大学(218)

 (写真は oriphoto より)
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チームオフィシャル

石川 創也 ( 名古屋工業大学 )

桑山 倫博 ( 静岡大学 )

運営 ( プログラム掲載順 )

築地 孝和 ( ミドルプランナー ) 、

三浦 一将、稲吉 勇人、山本 穂波、

横田 智也、藤井 菜実、神谷 孫斗

大会公式サイト

http://www.orienteering.com/

~icmr2021/index.html

競技情報 ( 抜粋 )

ミドル ME 　 3.8km ↑265m

ミドル WE 　 3.3km ↑220m 

リレー MER

    5.9 〜 6.1km  ↑380 〜 390m

リレー WER

    4.3 〜 4.4km  ↑225 〜 240m 　

　　　　 

https://youtu.be/jKUJdMIx-Sc
https://youtu.be/SLQXYm9oWMY


　　クラブメンバーの活躍　2022 年 1 月 1 日〜2022 年 1 月 31 日分

2022/01/03 (月)　新春松塾練習会ミドル・スプリント　[佐鳴湖北西岸　根川山登山口]

SHIN-F　.8km　3人出走

    3 位 渡仲 祥太 0:27:38 

SHUN　2.0km　28人出走

    9 位 渡仲 祥太 0:12:14 

2022/01/08 (土)　第 37 回 KOLA 新春オリエンテーリング大会　[大阪府　りんくう公園]

MA　3.3km　↑40m　56人出走

  47 位 幸原 朋広 0:28:29

築地 孝和 DISQ

extra-L　2.1km　↑30m　56人出走

    5 位 築地 孝和 0:10:39

  35 位 幸原 朋広 0:13:38

2022/01/09 (日)　第 98 回上尾 OLC 大会　[古河公方公園]

M60A　2.8km　↑28m　15人出走

    1 位 井上 仁　 0:17:16

OA　3.3km　↑30m　24人出走

  13 位 井上 仁　 0:21:49

2022/01/09 (日)　第 19 回岡崎市民オリエンテーリング大会　[岡崎中央総合公園Ⅲ]　スコア O 方式

M50A　12人出走

    2 位 河合 芳尚 1553点　0:45:32

2022/01/16 (日)　iold 大会　[湯ノ岳]

ME　4.1km　↑235m　114人出走

  10 位 築地 孝和 0:49:16

  84 位 石山 良太 1:21:57 

2022/01/16 (日)　2021 年度(第 13 回)愛知県オリエンテーリング選手権大会　[椛の湖]

M16-18　4.3km　↑135m　2人出走

    1 位 高田 朋輝 0:54:43

    2 位 蟹江 凱　 1:13:05 

M19-22　4.3km　↑135m　13人出走

    2 位 藤井 一樹 0:44:24

    3 位 粟生 啓介 0:49:40

W19-22　4.3km　↑135m　5人出走

    3 位 山崎 璃果 1:07:40

M50-64  4.3km ↑135m  11人出走

    4 位 河合 芳尚 1:04:25

    6 位 角岡 明　 1:25:25



2022/01/29 (土)　第 38 回京葉 OL クラブ大会　[東庄県民の森]

L　2.7km　↑155m　106 人出走

  14 位 石山 良太 0:28:15

  28 位 井上 仁　 0:34:04

Ex　1.5km　↑125m　48 人出走

石山 良太 0:20:17

  18 位 井上 仁　 0:22:37

2022/01/30 (日)　インカレミドル対策連　[矢板山田]

ME　4.2km　↑260m　56 人出走

  13 位 藤井 一樹 0:48:08

  26 位 粟生 啓介 0:53:17

Menu1　2.5km　30 人出走

    2 位 粟生 啓介 0:22:48

    3 位 藤井 一樹 0:24:15

Menu2　1.2km　19 人出走

    2 位 藤井 一樹 0:12:17

2022/01/30 (日)　第 99 回上尾 OLC 大会　[本庄総合公園]

L　3.4km　↑14m　67 人出走

  18 位 井上 仁　 0:25:30

Ex  3.2km ↑14m  32 人出走

  12 位 井上 仁　 0:24:34 

　　大会・練習会情報　　　　

★2/26(土)〜27(日)　阪神奈大会　(日本ランキング対象)　2/5 締切

　　2/26　スプリント@兵庫県(新テレイン)　　　2/27　ミドル@奈良県「大柳生」

　　https://sites.google.com/view/hanshinna3rd/

★3/19(土)　京大京女立命館大会　(日本ランキング対象)　2/28 締切

　　三重県「新・霊山」　https://kukwuru26th.wixsite.com/home

★3/20(日)　パーク O 関西　(公認)　3/6 締切

　　滋賀県「びわこ地球市民の森」　https://japan-o-entry.com/event/view/809

★3/21(月・祝)　大阪 OLC45 周年大会　(公認＆日本ランキング対象)　2/27 締切

　　大阪府「箕面」　http://www.orienteering.com/%7Eosakaolc/

★3/27(日)　中日東海大会　(日本ランキング対象)

　　愛知県作手地区　http://home1.catvmics.ne.jp/%7Eono511/chunititokai.htm

★5/1(日)　岡崎市民大会　4/20 締切

　　中央総合公園　http://www.katch.ne.jp/%7En-nagai/okazaki.files/20simin.htm

http://www.katch.ne.jp/~n-nagai/okazaki.files/20simin.htm
http://home1.catvmics.ne.jp/~ono511/chunititokai.htm
http://www.orienteering.com/~osakaolc/
https://japan-o-entry.com/event/view/809
https://kukwuru26th.wixsite.com/home
https://sites.google.com/view/hanshinna3rd/


　　総会議事録　2022 年 1 月 30 日(日)　19:00〜21:00　Zoom ミーティング使用　

(敬称略)

参加者(会員名簿順)：

永井 昇、小野 盛光、尾和 薫、稲葉 英雄、三井 由美、樽見 典明、 杉森 憲文、角岡 明、前田 裕太、牧 宏優、

牧 美沙、井上 仁、 岩瀬 史明、石山 良太、稲吉 勇人、林 雅人、神谷 孫斗、三浦 一将、 桑山 倫博、蟹江 凱

計 20 名

1. 2020 年度事業報告　事務局から報告をいただいた。

2. 2020 年度会計報告　会計担当から報告をいただいた。

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。

4. 規約について　以下の 3 点の改訂を行う。

　・競技者登録料の補助額の見直し　補助額 2,000 円 (自己負担 3,000 円)とする。

　・昼食補助と交通費の支給額について規程を新設する。

　　　昼食代補助　1 日作業：1,000 円、半日作業：500 円　昼食の支給で代用可

　　　ガソリン代 15 円/km、その他の移動費(電車賃、バス代、レンタカー代、宿泊費等)はすべて実費支給

　・クラブ員が三河 OLC の主催行事に競技者として参加する場合の参加料について規程を新設する。

　　　大会：参加料自己負担、練習会：参加料無料

5. 役員改選

　　副会長と県協会クラブ推薦理事が交代、県協会三河 OLC 窓口は廃止(理事に統合)、ほかは続投

　　　会長：前田　　副会長：稲吉　　会計：岩瀬　　会計監査：牧 宏優　　事務局：小野

　　　資材管理：戸上 直哉　　東海地区連絡協議会：杉森　　県協会クラブ推薦理事：稲葉

　　　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

　　　役員の募集予定について稲葉運営責任者から説明があった。

　　II. 第 14 回昇竜杯

　　　開催日：2023/1/22(日)

　　　テレイン：愛知こどもの国を予定

　　　プランナー：前田

　　III. 設楽が原 PC の点検整備

　　　担当：小幡、永井

　　IV. 岡崎中央総合公園ファミリーフェスタ

　　　開催有無含め不明。先方から提案があれば対応する。担当:小野

　　V. サマー O　継続検討

　　　中止になった 2021年のサマー O を継承。主担当：岩瀬、副担当：林

　　VI. 昭和の森チャレンジ 2022

　　　実施の方向。NaviTabi のパスワード付きイベント廃止に伴う対応を待って動き出す。担当：前田

　B. 広報活動

　　I. クラブニュース

　　　1月：前田、2月：永井、3月：角岡、4月：稲吉、5月：牧 美沙、6月：神谷 孫斗、

　　　7月：小野、8月：牧 宏優、9月：三浦、10月：桑山 倫博、11月：林、12月：石川

　　II. ホームページ更新　担当：小野



　C. 2022 年総会

　　2023/1/22(日)に開催する。 開催形態はコロナの状況次第。

　D. クラブとして大会参加

　　I. ウェスタンカップ (2/13,神戸市再度公園)　担当：角岡

　　II. 7 人リレー (9/24 ブランシュたかやま)　担当：角岡

　　III. 第 16 回(？)名椙大会 (団体競技がある場合)　担当：前田

7. その他議題

　A. EMIT 関係 (杉森)

　　ユニット：45周年大会後の会計状況を見極めるため購入見送り

　　無償貸与 E カード：担当者で相談しフレキシブルに対応

　　会費納入のお願い　　　　

2022 年のクラブ会費納入をお願いいたします。（学生会員や家族会員等の免除対象者は支払い不要です。）

コロナ禍ゆえ、現状クラブの会計状況は厳しい状況となっております。クラブ運営のため、皆様ご協力よろしくお願いします。

① 2022 年度競技者登録をされない方

クラブ会費として 3600      円  を、クラブの口座にお納め下さい。。

② 2022 年度競技者登録をされる方（除く学生）

クラブ会費 3600 円から、競技者登録費援助費 2000 円を差し引いた 1600      円  を口座にお納め下さい。

競技者登録は、Japan-O-entrY より『各自で』実施ください。

【振込口座】

ゆうちょ　店名：二一八　店番：２１８

預金種目：普通預金　口座番号：0282221

三河オリエンテーリングクラブ

　　三河 OLC45 周年大会に向けてご協力を　　　　

4/24(日)　豊田市下山地区「花沢」で開催　https://hekinan1127.wixsite.com/my-site-2

例年の昇竜杯などと比べてかなり多くの役員が必要です。皆様のご協力をお願いします。

　　次回の昇竜杯と総会の日程が決まりました　　　　

2023/1/22(日)　第14回昇竜杯＆2023年度クラブ総会を開催します。

日程の確保をお願いします。

　　今後の編集担当　　　　

(敬称略)

  2月(506号)：永井   3月(507号)：角岡   4月(508号)：稲吉 5月(509号)：牧 美沙

  6月(510号)：神谷 孫斗   7月(511号)：小野   8月(512号)：牧 宏優 9月(513号)：三浦

10月(514号)：桑山 倫博 11月(515号)：林 12月(516号)：石川

https://hekinan1127.wixsite.com/my-site-2

