
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頑張れ農工大OLC 

 

悔いのないよう、精一杯頑張ってください。欅会は農工大 OLC を応援しています。 



頑張れ！新城大樹選手!! 
（東京工業大学） 

京葉オリエンテーリングクラブでは、新入会

員を随時募集中です。千葉や東京はもちろん, 

全国各地に会員がいます。 

NT 選手が３名所属し、2008 年度のクラブカ

ップ, クラブ対抗リレー、2009, 2010 年のベ

テランカップでも優勝するなど高い競技力を

持っています。 

また、JOA 公認コントローラは、准コント

ローラを含めると４名おり、公認大会運営回

数は全国最多、抜群の運営力を持っています。 
 
☆20 代・30 代の会員の出身大学☆ 
【東北大学】大井恵介, 櫻本信一郎, 高田弘樹 

【北海道大学】池陽平 

【千葉大学】小見山斉彰 

【筑波大学】大平洋介, 大平峰子, 板東沙矢科, 宮佐俊祐 

【東京大学】太田康博, 後藤崇, 庄司拓央, 中尾吉男 

【東京農工大学】池田裕人, 市原孝一, 荻田博文, 高木麻衣, 宮佐美紀 

【早稲田大学】石澤俊崇, 今泉知也, 榎本保史, 大塚友一, 神山康, 寺垣内航, 藤沢政宏, 宮田賢太郎 

【電気通信大学】太田聡 

【東京工業大学】奥田健史, 新城大樹 

【日本女子大学】榎本奈美, 笠原綾, 橋本陽子, 和田栄子 

【首都大学東京】石井大生 

【広島大学】吉村年史 

あなたも京葉で一緒にオリエンテーリングを楽しんでみませんか？ 

京葉オリエンテーリングクラブ 
クラブホームページ:     http://www.keiyo-ol-club.com/ 

連絡先：奥田健史（会長）  DQL06253@nifty.com 

鈴木健夫（事務局長）gawa7677iso@s7.dion.ne.jp 

http://www.keiyo-ol-club.com/�
javascript:WriteMail('DQL06253@nifty.com')�
javascript:WriteMail('gawa7677iso@s7.dion.ne.jp')�


  

 

     

     

栄光目指せ　千葉大ＯＬＣ！

            

  

自分を信じて全力を出して下さい。

　千葉大学の皆様を応援しています。

　　　　　鳩の会一同



 

燃えろ！ 後輩たち！ 
 
の強さを見せつけろ！ 

青葉会一同 

一般クラスも応援しています！ MGOLC もがんばれ！ 



大阪オリエンテーリングクラブ 
選手の皆さん 頑張ってください！ 

 

正式名称 

大阪オリエンテーリングクラブ（大阪ＯＬＣ） 

活動拠点地域・設立年 

大阪府・1975年 

代表者 

野澤 建央（のざわ たてお） fwhy5984@nifty.com 

連絡先 

osakaolc@yahoo.co.jp 

webサイト 

http://www.orienteering.com/~osakaolc/ 

クラブ構成員数（男女比） 

84人 （77：23） 

年齢構成 

10代  2人 20代 16人 30代  14人 

40代 28人 50代  6人 60代～ 18人 

会費 

入会金：1000円 年会費：3600円（月300円） 

入会方法 

上記連絡先あるいは代表者までお気軽にお問い合

わせください。また、各大会会場などでクラブ員に声

をかけてください。 

2009年度の活動内容 

（例年練習会３回、合宿１回を主催） 

４月：WOCスプリントセレクション（服部緑地）・ 

練習会（天王山） 

５月：総会（大阪市内） 

７月：ジョッキ例会（梅田） 

８月：夏合宿（三河高原） 

９月：クラブカップ（15位） 

パークＯツアー大阪大会（泉南里海公園） 

11月：トレイルＯ（服部緑地） 

１月：リレー練習会（箕面）・新年会（梅田） 

２月：w-cup（MA2位・MS2位・WS2位） 

３月：インターハイ 五百倉大輔6位 

2000年以降の主な主催（運営）大会 

2000年 25周年大会（箕面） 

2002年 ウェスタンカップ（黒添池） 

2005年 30周年記念大会（錦織公園） 

村越氏講演会＆記念パーティ同時開催 

2008年 全日本大会（箕面） 

2009年 ウェスタンカップ（錦織公園） 

2010年 35周年記念大会＆インカレロング（榛原） 

 

◎会報「大輪言（おおりんげん）」を月１回、年12回発行。現在350号を越えています（大会情報・申込書あり）クラブ

行事や大会の案内・参加報告以外に、OL以外のさまざまなジャンルの記事が掲載され、クラブ員同志の親睦を

図る一助になっています。また、1997年4月からクラブのメーリングリストを開始し、クラブ内での情報交換に役立てて

います。 

◎学生のうちに地域クラブの内容を知ってもらい、卒業後もOLを続けやすいように、会費無料で学生会員を受け入

れています（入会金1,000円は必要）。奈良女子大学の堀文音さんは学生会員です。 

クラブ員募集中 私たちと一緒に活動しましょう！ 



がんばれ！ 

東大ＯＬＫ
がんばれ！ 

東大ＯＬＫ
がんばれ！ 

東大ＯＬＫ
　今の自分の100％を出してこい。
　（23期　浜端紀行）
　
　オリエンテーリングを楽しんでおくれ。
　（25期　西田剛志）
　

　インカレでは、参加者一人ひとりが主役です。それぞれの
目標を持ち、全力でぶつかり、全力で楽しんで下さい！
　（26期　池田智子）

　自分で納得のいく結果を出せるよう、全力を尽くせ! 
　スタートで応援してます。サポートは何なりと申し付けて
ください。
　（26期　丹羽史尋）

　その日、その時間を楽しんでください。頑張って！
　（26期　日名有砂）

　がんばれ～みんながんばれ～
　（26期　西郷貴洋）

　初めての人も、二回目の人も、三回目の人も、最後の人も
みなそれぞれの力と思いを出し切ってください。
　（26期　味岡知津子）

　最後まで諦めずに、全力を尽くしてください！
　（26期　古澤徹）

　早い人も、そうでない人も自分なりの全力で頑張ってく
ださい。きっといい思い出になるはずです。
　（26期　佐藤啓史）

　思いきり走って、思いきり仲間を応援してください！ 皆さん
の力が十分発揮出来ますように、心から祈ってます！
　（27期　石蔵友紀子）
　
　悔いの残らないように全力で走り抜けてください。あとトレ
イルに出る人頑張れ！ 超頑張れ！
　（27期　中尾吉男）
　 
　頑張ってください。必ずポスト番号だけは確認してくださ
いね。熊本で応援しています。
　（27期　斎藤宙也）
　
　楽しんでください。そして、勝ちに行ってください。両方出
来ると良いですね。奈良の山に負けないで。遥か東から皆
さんを応援しています！ ご活躍を祈る！
　（27期　田中耕史）
　
　嬉しかった、苦しかった、悔しかった、楽しかった、辛かった…
　すべての想いはこの日のため。結果は、ついてくるから。
　（27期　諸江佳樹）

　歴史ある奈良の地を全身で感じて、インカレを思い切り
楽しんでください！
　（27期　大西梓実）
　
　レースは自分のために
　結果は皆のために
　全力で次のポストへ
　（27期　茂木堯彦）
　
　死ぬ気で走れー！
　（27期　薮田明野）
　
　全力を尽くせば、その結果がたとえ良くても悪くても、それ
はきっと自分にとって、仲間にとって、大事なものとなる。
　最後まであきらめずに走りきれ！
　（27期　前田肇）
　
　打倒山上
　（28期　太田康博）
　
　自分を信じて、走りきって！ それぞれの目標に向かって、
ベストなレースにしましょう。応援しています！ 
　（28期　小沢千鶴子）
　
　スタート前にトイレは済ませましょう。
　汚くても綺麗でもトイレはトイレです。
　（28期　沓木知宏）
　 
　地図をよく見て！！ ポストはすぐそこだから。
　（28期　坂田周哉）
　 
　最後まで諦めずに頑張ってください。
　（28期　中山史野）
　 
　緊張感を楽しみ、力に変えて下さい。
　（28期　林城仁）
　 
　ネタ切れです
　（28期　菅原大樹）
　
　これまでの経験、思い、すべてを力にかえて頑張ってくだ
さい。
　応援してます！
　（29期　北村佳代子）
　
　アクティベートと熊にはくれぐれも注意してください。
　（29期　野々垣亘）
　　
　笑顔って大事です。最高の舞台を最高に楽しんできてく
ださい。
　（29期　田中裕也）

　めざせインカレチャンプ！
　（29期　若松俊哉）



がんばれ！名古屋大学！

がんばれ！椙山女学園大学！

私たちが応援しています

走りも応援も全力でがんば

ってください！

皆がケガせず楽しめるよう
祈っています。
29 期　喜田麻未

ロングとは負けじ
魂だ。健闘を祈る 
30 期　林 真一

名古屋から応援して
ます。

30 期 小澤隆嘉

みんながんばれ !!

東大寺南のわらびもち

美味しいで (^_^)v 

30 期　玉田芳崇

なんで応援するかって？

決まってるだろ、おまえ
らがかわいいからだよ！
30 期　新谷 俊幸

努力はきっと報われ
るはずです。
がんばれ！名大！椙

大！

 27 期西崎隼人

“あきらめず”“走り
切った”その先に、得ら
れるものが必ずある！
30 期　大牧勇人

全力で楽しんでください

　

29 期　寺村大

当日はレースに参加しつつ
も応援させて頂きます。
皆が楽しいインカレである
ように。
29 期 南部三王

精一杯、インカレを
楽しんでください　
26 期 赤地祐彦

あせらずに最後までク
レバーなレースを！期
待しています。
６期、瀬口洋治

最後まで諦めずに全力を尽く

して下さい！！最高のインカ

レにしましょう☆ 

 29 期　青山由希菜

たとえ登りでも、歩いた時点でそれは
自分を甘やかしているということ。最
後まで自分に厳しく完全に走りきっ
てください。みんなが完走してくれる
こと願ってます。
30 期　片岡裕太郎

インカレはきっと深く思
い出に残ります。
全力で楽しんでくださ

い！ 

 30 期  鈴木稔弥

最後まで思いっきり走っ

て！そして仲間を精一杯

応援してください☆

29 期　疋田はるか

切り開け！新たな名

大・椙大の時代！　

２期　新帯　亮

頑張れ名大、行けるぞ椙山！
　

22 期 長瀬陽一郎



ががんんばばれれ筑筑波波大大学学オオリリエエンンテテーーリリンンググ愛愛好好会会  
 
 
 

 

 

奈良・少人数という大変アウェイ

な状況ですが、楽しいオリエンが

できるといいね。常住/09 

ガッツだせ 

石松/09 

 

いっぱいにインカレの空気

を堪能してきてください。 

それが一生忘れられないも

のになることを願ってます。 

下嶋/09 

 

準備を怠らないこと。 それさえ

出来れば最高のパフォーマンス

がきっとできるはず。１つでも上

を目指して走りぬけ！ 神谷/09 

 

活躍を期待しています。

関西のテレインを楽し

んできてください 

山本/名誉会員 

自分の為に 

大杉/07  

 

つくばの名を引き継いで 

くれてありがとう！ 

奈良まで応援に行きます！  

坂岡/07 

勝つも楽しむも自分次第。 

本気出してください。 

千葉/07 

 

基本を忘れずに 

全力を出し切って

下さい。 稲葉/08 

 

納得できる走りができるよう 

がんばってください！ 白形/07 

 

それぞれのインカレを 

それぞれの思いを持って、

楽しんでください！ 

G O O D  LU C K   並木/07 
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  ysjdy953 ybb.ne.jp    magi.melchior.ex gmail.com 

 

 

yanyan_travel@yahoo.co.jp

 
  

  
  

Run to win! 
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