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スポーツサーバーの大 特 集。F1レース、
アメリカズカップ、アトランタオリンピッ
クなどスポーツ情報はこれでバッチリ。

FIA Formula 1
World Championship

モータースポーツの頂点、F1 のすべてを
網羅したファン必見のページ

ACCESS to http://www.eng.hawaii.edu/Contribs/carina/index/ra.f1.html

情報、さらには各国のグランプリの歴史や観
戦記までが豊富なビジュアルとともに収録さ
れている。
さらに、ジュニア・フォーミュラとして英
国 F3、フランスF3、F3000 のデータもカバ
ーしており、F1 パイロットを目指す新人たち
の情報も簡単に手に入る。
なお、昨年レース中に壮絶な事故死を遂
げ、いまだに悲劇のヒーローとして多大な人
気を持っているアイルトン・セナの写真を収
めたページとして「Ayrton Senna da Silva」
（http://gto.ncsa.uiuc.edu/tfischer/

F1 ファンならかならずウォッチしておきた

コース・レイアウトとプラクティスからスター

い、F1 に関するあらゆる情報をカバーしたホ

ティング・グリッド、コース・レコードなど

senna.html ）があり、幼少のころから94 年

ームページだ。

のデータ、写真、またドライバーのプロフィ

のイモラ・サーキットまで20 以上のショット

ルやコンストラクター、エンジンなどに関する

がフルサイズで提供されている。

今シーズンの結果はもちろん、各国ごとの
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America's Cup'95

ヨット・レースの頂点を目指すアメリカズカップの
オフィシャル・サーバー

ACCESS to http://www.ac95.org/

✌

レース独特の華やいだ雰囲気とその裏側にあ
る参加各挺間の熾烈な競走の様子を伝える
ニュースが面白い。もはやハイテク競争と化

INTERNET

しているチーム間での技術競争、そして政治
的駆け引きのレベルに達している各挺の抗議
合戦やレースへのコメントは、単純なスポー

YELLOW

ツ・ニュースの域を超えている。
このほか、FAQ やニューズグループへのリ
ンク、開催地サンディエゴの気象情報や海洋

PAGES

気象情報、レース開催海域の海流情報など
も見られる。
「go to homepage」となるとこ
海洋スポーツの華といわれる世界的ヨッ

なり、テレビなどを通じてレースの模様が放

ろが「sail home」となっているのもオシャレ。

ト・レース「アメリカズ・カップ」
。その進行

送されるようになってにわかに注目を集めて

セーリング全般をまとめたものに「Mark

状況、各レース結果、ニュース、写真などを

いるアメリカズ・カップだが、今年の前哨戦

Rosenstein's Sailing Page（URL=http://

収録したページである。

はルイ・ヴィトン・カップ、シチズン・カッ

community.bellcore.com/mbr/sailing-

プとして開催されている。なかでもヨット・

page. html）
もあるのでファンは要チェックだ。

近年、日本からもチームが参加するように

1996 Summer Games
Atlanta, GA

来年開催されるアトランタ五輪に向けた
ホームページ

ACCESS to http://www.mindspring.com/~royal/olympic.html

このほか、アトランタ五輪に関するページ
としてはジョージア工 科 大 学 が準 備 中 の
「GTOlympic Project」
（URL＝http://www.
gatech.edu/3020/olympics/olym-proj/
intro.html）もある。こちらはいかにも学生の
授業プロジェクトらしいアマチュアっぽい作
りで、イベントのロケーション、チケット情
報、国別の紹介、アトランタの案内などの収
録が予定されている。
なお、1998 年に予定されている長野オリ
ンピックのホームページ「The XVIII Olympic
オリンピック委員会とはオフィシャルな関

内、オリンピックのプレミアムグッズ、両替

Winter Games」
（URL ＝http://www.linc.

係のないコマーシャル・サイトが開設したア

や通訳サービスはわかるとしても、大会中の

or.jp/Nagano/index.html）もただいま準備

トランタ五輪大会のホームページ。

貸家案内という唐突な
（しかし説得力はある）

中という感じで、本番に向けた内容の充実が

情報が入っていて驚かされる。

期待される。

大会の情報のほか、会場へのアクセス案
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Skydive!

「今週末、飛べるかな？」が合言葉の過激な
スポーツのホームページ

ACCESS to http://www.cis.ufl.edu/skydive/

「スカイダイビングの学び方」から「どれく

✌

らいの体力が必要か」
「フリーフォール時の呼
吸の仕方（！）
」
「パラシュートが開かなかっ
たら（！）
」といった初心者向けのFAQ や、

INTERNET

チームでダイビングする際のフォーメーション
のイラスト・サンプル、さらに「パラシュー
トを旅客機の機内に持ち込むにはどういう手

YELLOW

順を踏むか（セキュリティで開けられると再
び準備するのが大変）
」といったことまでが、
事細かに、しかも真面目に解説してある。や
はりとんでもなくシリアスなスポーツなのだ。
ってことになる。

スカイダイビングのムービーや写真も多く

イダイビングのページも、アメリカには当然

本当に体験したいなら乗り物から飛び出せ！」

収録されているので、冷やかし気分でのぞい

のごとく存在する。

という過激なメッセージが書いてあるほど、ス

ても楽しめる。

日本ではとうてい一般的とはいえないスカ

このホームページの冒頭の部分には「もし
飛行機に乗ることが

飛ぶ

ということなら、

ボートに乗るのは

泳ぐ

カイダイビングは思いきりのよいスポーツだ
が、当然、それなりの準備は必要なのだ。

Aquanaut

オンライン・スキューバマガジンでは、探検できる
世界の難破船情報募集中

ACCESS to http://www.opal.com/aquanaut

ーズグループやメイリングリストのアーカイブ、
そしてもちろん豊富な美しい魚や海の写真な
どである。
興味深いのは、近年ダイビング・スポット
として人気の高い難破船のデータベースを構
築しようとしていることだ。現在、数は少な
いが、世界中のダイビングに適した難破船の
おおよその位置と深度、船の種類、ダイビン
グ・スポットまでのチャーター船の連絡先な
どの情報を見ることができる。これが完成す
れば、世界各地でいろんな海底探検を楽しめ
「アクアノーツ」はインターネット初のスキ

グ・ギアや潜水用のカメラ、ビデオなど周辺

ューバ・ダイビング愛好者のためのオンライ

装置の解説、クラシファイド・アド情報、世

ン・マガジンだ。

界のダイビング訓練機関やクラブのリスト、

せてくれるように呼びかけているので、もし面

収録されているのは、世界中のポピュラー

米国の気象マップや赤外線気象マップ、サン

白い難破船を見つけたら是非メールして教え

なダイビング・スポットのレビュー、ダイビン

ディエゴの海洋情報、スキューバ関係のニュ

てあげよう。

るようになるに違いない。
アクセスしたユーザーにも新たな情報を寄
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Stadiums & ArenasSeating and Information

ありそうでなかった全米およびカナダの
スタジアムの座席情報

ACCESS to http://www.wwcd.com/stadiums.html
✌
が、自分の持っているチケットの座席がどの
位置にあたるのかの見当くらいはつけること
INTERNET

ができる。
それぞれのスタジアムについて、名称とホ
ームチーム名、住所、収容人員数、開設年

YELLOW

月日、建物の様子、運営組織やチケット・
オフィスの電話番号なども記載されている。
現在収められているのは主要な108 の会場

PAGES

の情報だが、大学の施設についても作成中
で、NASCAR などが行われるモーターレース
会場の情報も収録する予定だという。
全米およびカナダでホッケー、フットボー

たページである。

将来はこの図版がクリッカブルマップにな

ル、メジャーリーグ、バスケットボールといっ

図版は「ぴあマップ」などで見かける劇場

って、ユーザーが好みの座席をクリックする

たプロスポーツの試合が行われるアリーナお

の座席図のような印刷物をスキャナーで取り

とチケットの予約・購入ができるようになる

よびスタジアムの見取図とシート表を収録し

込んだもので、あまり見やすいとはいえない

んだろうか？

Satchel Sports (News)

スポーツ好きな全米の大学生に好評
新しいセンスのスポーツ・ マガジン

ACCESS to http://www.starwave.com/SatchelSports.html

レッジ・フットボール、カレッジ・バスケッ
トボールなどの項目別にニュースや試合の解
説などが収められており、今後は読者のテー
ストに合わせてドリンク類やRV などのライ
フ・スタイル情報も盛り込んだマルチメディ
ア・マガジンを目指すという。
筆者がチェックした段階でのニュース欄の
トップは、裁判への注目度がスーパーボール
５試合分ともいわれるO ・ J ・シンプソンの
事件裁判についての最新リポートだ。
なお、スターウェーブ社の創設者はビル・
「スポーツはシナリオのないドラマだ」とい

その斬新な編集センスで全米の大学生の話

ゲイツと並びマイクロソフトの創業者かつ億

う言葉があるが、これを面白く読ませるのは

題になっているのが、シアトルのスターウェー

万長者として有名なポール・アレン。インタ

スポーツ・ライターのセンス次第。どんなニ

ブ社の提供する「Satchel Sports」だ。

ラクティブ・マルチメディアの開発を行って

ュースをどういった切り口で取り上げるかが
ポイントになってくる。
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ヘッドライン・ニュースのほか、ベースボ
ール、NBA、NFL、NHL、AHL、IHL、カ

いる同社の動きは、その意味でも各界から注
目されている。
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Jerry Yang's
Sumo Information Page

サーバーネームからして分かるウェブマ
スターの相撲フリークぶり

ACCESS to http://akebono.stanford.edu/users/jerry/sumo/
✌
もちろん、昨年の場所の成績、相撲用語集
や懸賞金はいくらもらっているかまでをカバ
ーする相撲FAQ、相撲関連のニュース、さ

INTERNET

らに数多くの力士のJPEG ファイルや、相
撲ファンが撮影したと思われる九州場所千
秋楽の「貴の花」対「曙」のムービーファ

YELLOW

イルなど充実した内容になっている。
このほか、 画 像 ファイルが充 実 した
「 Sumo Images and Information」
（URL＝
http://www.hal.com/˜nathan/Sumo/）
もあるのでチェックしてほしい。
「どこかで見たURL だな」と思った人もい

フォード大学のもの。
「スタンフォードのサー

るだろうが、このサーバーは充実したリンク

バー名が

のコレクションで最 近 注 目 されている

に思っていた人も、これで納得というものだ。

「yahoo」ホームページを収録しているスタン

akebono

とは……」と不思議

場所中、連日更新される星取りの模様は

The Virtual Flyshop

「相撲は日本の国技」とはいわれるが、
ことインターネット上での盛り上がりは米国
ファンのほうがすごそうである。相撲協会
もぜひ頑張ってほしいものだ。

フライフィッシングのウンチクとエピ
ソードを満載

ACCESS to http://glenn.uwaterloo.ca/~mcdermid/Virtual_Flyshop/flyshop.html

を綴った旅行記や世界各地の釣りのポイント
の美しい自然写真を収めたフォトエッセイ、
フィッシングの模様を収めたムービー、さら
にはフライフィッシング入門者に自分の開発
した

結び（knotting） をイラストで教え

る「How-to」ページなどが収められている。
まだ「看板」やムービー・タイトルだけで
中身が入ってないページもあるが、今後フラ
イ作りなどのビジュアル情報が充実していけ
ば、どんどんカラフルなページが増えていくに
違いない。内容は盛んにアップデートされて
「果たして釣りはスポーツなのか？」という

うことになる。そしてこうしたウンチクや自慢

いるようなので、今後の展開が楽しみなペー

人もいるかもしれないが、その道の人にいわ

話が、釣り仲間の楽しい話題になったり、ウ

ジだ。

せれば「フライフィッシングは最も優雅で知

ェブを通じて世界中に広がっていくというわ

的なスポーツである。いかに魚相手に騙し騙

けだ。

されるかというところに醍醐味がある」とい

このホームページには、楽しい釣りの体験

さらに、釣りに関するページへ多数のリン
クがあるので、釣り趣味の方は是非のぞいて
みよう。
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WWW Tennis Server

ニュースからFAQ まで、テキサスのスポーツ
クラブが提供する世界のテニス情報

ACCESS to http://arganet.tenagra.com/Racquet_Workshop/Tennis.html

✌

コートサイド・コメンタリー

という解説記

事がアップロードされ、メルボルンの天候や
天気予報までがリアルタイムで掲示されてい
INTERNET

た。
このほか、ハイパーテキスト化されたテニ
スのルールや、USENET のテニスFAQ をまと

YELLOW

めたファイル（トーナメント、ランキング、テ
ニス選手の人名録やテニス用品などについて
の情報）にもアクセスできるようになってい

PAGES

る。
また、テニス観戦よりもプレイするほうに
今や年中世界のどこかでプロの試合が開催
されるほどポピュラーになったテニスだが、そ
うした忙しいテニス・ファンのために、世界

ースレター、プレイヤーの写真までを提供す

興 味 があるという人 のためには、「 T h e

るのが、このホームページだ。

Racquet Workshop」というオンライン・テ

執筆時には「オーストラリアン・オープン」

ニスストアもあり、ヒューストンのプロプレイ

各地で開催されている試合の模様をデイリー

が開催されていたが、毎日のようにオースト

ヤーやストリンガーからの、その月のティップ

で届けるニュースから、テニス界の電子ニュ

ラリアから試合の模様を伝えるニュースや

スが掲載されている。

CYBERBOARDER

サイバースペースとボード・カルチャーの
融合を目論むマルチメディア・マガジン

ACCESS to http://mediacity.com/Cyberboarder/

るようだ。
このページはこうしたボード・スポーツの解
説、コラムやエッセイ、スポーツ・グッズの
バイヤーズガイド、クラブの開設から運営と
いったスポーツ関係のものに加えて、バーチ
ャル・リアリティやサイバーパンク、さらには
クイズという

頭のスポーツ

に関するもの

まで、いわゆるスポーツのジャンルにとどまら
ないムーブメントとしてのボードカルチャーを
多角的にとりあげたものになっている。
この手のものは、下手をするとブームをあ
アカデミックな分野の人から見ればヒンシ

きなスポーツは、なぜかボードもの……サー

おるコマーシャルくさいものになりかねないが、

ュクものなのかもしれないが、米国ではイン

フィンだとか、ボディボード、スノーボードと

自然とサイバースペース、そしてスポーツと

ターネットを

と呼んで

いった類のものだ。サイバースペースのマトリ

いう組み合わせに、なぜか新鮮な視点を感じ

しまうニューカマーたちの文化が明らかに定

ックスを自由自在に駆け抜ける感覚にはボー

させられるページだ。

着しつつある。そうした新世代の人たちの好

ドを操る身体感覚とどこか共通するものがあ
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Other WWW & FTP Servers
スポーツ全般
★★★★★
Entertainment:Sports
http://akebono.stanford.edu/yahoo/Entertainment/Sports/
●野球、サッカーから相撲やサーフィンまでさまざまなスポーツ
の情報へ多数のリンクが張られている（1000 個以上）
。

★★★

World Wide Web of Sports
http://tns-www.lcs.mit.edu/cgi-bin/sports

●NHL やフリスビー、NCAA などに分類されて、多数のサーバ
ーが集められている。

★★★

The World-Wide Web Virtual Library: Sport
http://www.atm.ch.cam.ac.uk/sports/sports.html

●94 年のNFL のスケジュールがチームごとや週ごとに分類され
ていたりする。
INTERNET

Raiders Fans Home Page
ftp://www.super.org/pub/www/adamfox/raiders/main.html
●レイダーズの個人ごとや名場面の写真、さまざまなデータなど
がある。

★★★
Hiroshima City University
http://www.hiroshima-cu.ac.jp/japanese/ASIA/index.html
●昨年開催されたアジア競技大会の情報。これからのスポーツ
大会でもこういうページが期待される。

★★★

オリンピック
★★★
LCC 3020 OLYMPICS INTRODUCTION PAGE
http://www.gatech.edu/3020/olympics/olym-proj/intro.html
●チケット、会場などアトランタオリンピックのさまざまな情報。

Nagano Olympic Winter Games
http://www.linc.or.jp/Nagano/index-j.html

●フィッシング、スキューバ、サーフィン機具などを扱うオンラ
インショップ。

●大会マスコット「スノーレッツ」のムービーや開催競技の紹
介など。

Home Page for Perfect Image
http://www.wwcd.com/pimage/image.html

ゴルフ
Entertainment:Sports:Golf
http://akebono.stanford.edu/yahoo/Entertainment/Sports/Golf/

●さまざまなスポーツ用品が売られており、
日本からも注文できる。

●ゴルフに関係したサイトへのリンク集。

The Referee’s Page
http://www.iceonline.com/home/billc4/referee.html

Southern Hills Counrty Club Yardage Guide
http://www.gdol.com:80/southern.hills.yardage.html

●アイスホッケー、サッカー、ラグビーのルールがある。

★★★

●ここのゴルフコースがイラストで見事に紹介されている。ほか
にトーナメントの結果、スケジュールなどもある。

Other Sports on WWW (A Collection)
http://www.cup.hp.com/~vball/other_sports/index.html
●ホッケー、ラグビーからジャグリングにいたるまでいろいろな
ところへのポインタ。

The 19th Hole
http://zodiac.tr-riscs.panam.edu/golf/19thhole.html
●ゴルフに関するFAQ やイメージファイルなどがある。

Recreation, Sports, and Hobbies
http://www.cs.fsu.edu/projects/group12/title.html
●スキューバ、スキー、サッカーなどいろいろなスポーツのサー
バーへのリンク。

●膨大な量のゴルフコースやスコアカードが集められている。

●サッカーのサイト70 以上へのポインタ。

●アメフトのサイトへのポインタ200 以上。チームごとに分類さ
れていたりする。

The NFL Football Server
http://www.nando.net/football/1994/nfl/nfl.html

Golf Scorecard Archives
http://www.traveller.com/golf/scorecards/
サッカー
Entertainment:Sports:Soccer
http://akebono.stanford.edu/yahoo/Entertainment/Sports/Soccer/

アメリカン・フッ
トボール
Entertainment:Sports:Football (American)
http://akebono.stanford.edu/yahoo/Entertainment/Sports/
Football__American_/

★★★

YELLOW

Minnesota Vikings!
http://cadserv.cadlab.vt.edu/woyak/VIKINGS/vikings.html
●ニュースや試合結果やスケジュールやイメージデータなどバイ
キングスに関するさまざまな情報。

●非常に多くのスポーツのサイトが集められている。

Off-Ramp to the Global Shopping Network
http://www.gsn.com/

✌

1994 NFL Weekly Schedule
http://www.cis.ksu.edu/~chiefs/nflstat.html

The World-Wide Web Virtual Library: Sport - Soccer
http://www.atm.ch.cam.ac.uk/sports/webs.html
●国別やクラブ別などに多数のサーバーにリンクがはられている。

●毎日提供されるNFL のニュースやスーパーボールの結果など。

International Soccer Server
http://sotka.cs.tut.fi/riku/soccer.html

Professional Football Server
http://www.netgen.com/sis/NFL/NFL.html

●ヨーロッパ各国のサッカーの試合結果、スケジュールやテーブ
ルを見ることができる。

●NFL の個人記録やチームの過去の戦績（1933 年から）など。
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PAGES

✌

INTERNET

World Soccer Graphic
http://www.opel.co.jp/wsg.html

Mountain Biking
http://actlab.rtf.utexas.edu/~captain/mt.bike.html

●雑誌「World Soccer Graphic」の紹介や日本ナショナルチー
ムのホーメーションなど。

●初めてマウンテンバイクに乗ったときの体験記やマウンテンバ
イクに関するサイトへのリンクなどがある。

J. LEAGUE home page
http://www.dentsu.co.jp/J-LEAGUE/index.html

Mountain Biking
http://xenon.stanford.edu/~rsf/mtn-bike.html

●J リーグの公式サーバー。各チームの紹介や外国人選手の写
真などがある。

●マウンテンバイク。ML の紹介やルールやレース結果など。

スカイダイビング
Paranaru - Laskuvarjokerho - Skydiving club
http://www.it.lut.fi/1/lut/yok/kerhot/Paranaru

World Cup USA ´94 (soccer)
http://www.cedar.buffalo.edu/~khoub-s/WC94.html
●World Cup USA 94 の情報のほかに過去のワールドカップの
結果やマラドーナの写真などもある。

YELLOW

PAGES

●FAQ や画像やニュースグループの書き込みなど。

Mailing lists
http://www.atm.ch.cam.ac.uk/sports/lists/

スキューバダイビング
Entertainment:Sports:SCUBA
http://akebono.stanford.edu/yahoo/Entertainment/Sports/SCUBA/

●世界中のサッカーのML が集められている。

●スキューバの情報探しの出発地点。20 以上のポインタがある。

Rec.Sports.Soccer - The WEB Page
http://www.atm.ch.cam.ac.uk:80/sports/

Jon Gross´ SCUBA Infomation Page
http://www.halcyon.com/jong/scuba/scuba.html

●パソコンのサッカーゲームへのポインタやrec.sport.soccer
FAQ など。

●スキューバのオンライン本屋さん（現在のところ注文は小切
手を送る方法）やコンピュータソフトウェアなど。

MIT Women’s Soccer Team
http://www-swiss.ai.mit.edu/soccer/home.html

スキー
SKI GUIDE NIIGATA
http://www.hle.niigata-u.ac.jp/SkiGuide/index.htm

●MIT 女子サッカーチームの試合ぶりが写真で紹介されている。

★★★

●ゲレンデ、宿泊ガイドや積雪情報。実用的な内容。

サーフィン

Windsurfing resources on the WWW
http://www.dsg.cs.tcd.ie:/dsg_people/afcondon/windsurf/windsurf_
home.html#wwwsites

Alpine Ski World Cup
http://www.csp.it/ski.html
●ワールドカップのスケジュールや今までの成績。トンバが強い
ことがわかったりする。

●写真や動画やサーフィンポイント情報やお天気など。

The SnowPage
http://rmd-www.mr.ic.ac.uk/snow/snowpage.html

Drop In!
http://www.sd.monash.edu.au/~jasonl/dropin.html
●ボードを買うときのポイントが図を使って詳しく説明されてい
る。日本企業からサネットビーチを守ろうという活動も行われて
いる。

●スキーやスノーボードの画像やニュースグループからの記
事など。

Explorer Slope Skinny
http://www.explore.com/E_slopes.html

Jo 90’s Windsurfing Home Page
http://faraday.ucd.ie/~joseph/windsurf/windsurf.html

●世界中のスキー場の電話番号や広さなど。

●点数付けの方法や器具の情報やアイルランドのサーフィンス
ポットなど。

Ski Maps!
http://www.cs.umd.edu/~regli/ski.html
●世界のスキー場の地図を画像として提供している。

自転車

★★★
Cycling the Net
http://www.kent.wednet.edu/administration/it/brent/cycling.html

Water Skier’s WWW Page
http://www.primenet.com/~jodell/index.html

●さまざまな大会の結果やサイクリング科学などなど自転車の
情報がたくさん。

●水上スキーの試合結果や記録やリンクなど。

Velonews Experimental Tour de France Service
http://cob.fsu.edu/velonews/
●ツールドフランスのチームやコース地図や最近の結果などを見
ることができる。

Tour de France 1994
http://wwwhep.phys.soton.ac.uk/tdf/
●Le Tour 1995 などサイクリングに関するさまざまな情報があ
る。
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スケート
Figure Skating Home Page
http://www.cs.yale.edu/HTML/YALE/CS/HyPlans/loosemoresandra/skate.html
●FAQ やナンシー・ケリガンのMPEG やスケートをしているカ
エルのイラストなど。

Sport: Skating lists
http://www.twi.tudelft.nl/Local/sports/skating.html
●世界記録や過去のオリンピックの結果などスピードスケートの
データが集められている。
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スノーボード
Snwbrdr’s Snowboarding Page
http://matserver.math.jyu.fi/kotisivut/vmpa/snw/snw.html

トライアスロン
The Triathlete’s Web
http://iac.net/~miller/triathlon-home.html

●イベント情報や写真やスノーボードサイトへのリンクなど。

●FAQ やワールドチャンピオンシップの結果、腹部の痛みへの
対処方など。

Board?
http://www.earth.ox.ac.uk/~andyc/

ハンググライディング
Hang Gliding WWW Server Home Page
http://cougar.stanford.edu:7878/HGMPSHomePage.html

●ニュースやQ&A やお天気など。

相撲
Sumo Images and Information
http://www.hal.com:80/users/nathan/Sumo/

★★★

✌

●大量の写真（自分の写真を送ると載せてくれる）やML の過
去のメールや漫画など。
INTERNET

バスケットボール

●お相撲さんの写真やムービー10 点以上。

Sumo Wrestling
http://www.sfc.keio.ac.jp/~s93073no/sumo.html

Entertainment:Sports:Basketball
http://akebono.stanford.edu/yahoo/Entertainment/Sports/
Basketball/

●慶応大学生、大島典子さんの作ったページ。大きな写真がた
くさんある。

●約200 のバスケットの情報へのポインタが分類されて集められ
ている。

セーリング
Mark Rosenstein’s Sailing Page
http://community.bellcore.com/mbr/sailing-page.html

NBA Information Pages
http://tns-www.lcs.mit.edu/cgi-bin/sports/nba

★★★

●メーリングリストやNetnews Group の情報、多数のWWW
サイトへのリンクなど。

★★★
PAGES

●チームごとにホームページが集められていたり、試合のハイラ
イトムービーがあったりする。

Professional Basketball Server
http://www.netgen.com/sis/NBA/NBA.html

凧上げ

Jason’s Kite Site
http://www.latrobe.edu.au/Glenn/KiteSite/Kites.html

★★★

●'76 年からのNBA のドラフト結果やチームの過去の試合、年
棒トップ10 などさまざまなデータがある。

●いろいろな形の凧の画像がたくさんある。

Sonics Information Page
http://www.cs.hmc.edu/people/byau/sonics.html

Directory ftp.hawaii.edu:/pub/rec/kites
ftp://ftp.hawaii.edu/pub/rec/kites

★★★

●スーパーソニックスのページ。たくさんの選手の写真や声やデ
ータなどがある。

●シミュレーションやソフトウェアやFAQ や画像など。

LA Lakers Home Page
http://www.primenet.com/~terra/laker.html

卓球
Table Tennis FAQ
http://peacock.tnjc.edu.tw/ADD/sport/faq.html

●NBA のレイカーズのホームページ。ニュースやジョーダンの成
績などが集められている。

●卓球FAQ。

フィッシング
Upstream Flyfishing
http://los-gatos.scruznet.com/los_gatos/businesses/upstream/
storefront.html
●オンライン釣り道具屋さん。まだ品物は少ないがFAX で注文
できる。

★★★
College Basketball Page
http://www.cs.cmu.edu:8001/afs/cs.cmu.edu/user/wsr/Web/bball/b
ball.html
●カレッジバスケットボールのチームごとのホームページや試合
結果やスケジュールなど。

Hellenic Basketball Championship A1
http://www.forthnet.gr/hellas/sports/basket/

J.P.’s Fishing Page
http://www.geo.mtu.edu/~jsuchosk/fish/fishpage

●ギリシャのパスケットボールチームの情報やスケジュールなど。

●きれいなフライの写真やML の紹介など。

バレーボール
Volleyball WorldWide
http://www.cup.hp.com/~vball/

テニス

Tennis
http://www.cdf.toronto.edu/DCS/FUN/tennis.html

★★★

●ワールドランキングやステファン・エドバーグFAQ などがある。

●ルールやテレビスケジュールやお勧めのボールやバレーボール
リンク集など。

登山
The Climbing Archive!
http://www.dtek.chalmers.se/Climbing/index.html

フェンシング
FENCING
http://www.ii.uib.no/~arild/fencing.html

★★★

●登山記やたくさんの画像やFAQ など。

★★★

●イベント情報やイラストや器具の説明など。

Travel and trekking in Nepal
http://coos.dartmouth.edu/~rajendra/travel/travel.html

★★★

●ネパールの山々を登山する際の難易度がイラストで示されて
いる。

Mike’s Fencing Page
http://csclub.uwaterloo.ca/u/mabuckle/fencing/
●ルールやFAQ、フェンシングサーバーへのリンクなど。
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フリスビー
Frisbeesport
http://www.ira.uka.de/~thgries/disc/

★★★

●イベント情報や写真やフリスビーのサーバーへのリンク集など
豊富な内容。

✌

INTERNET

YELLOW

●オレゴン州のマラソンスポット紹介やマインドコントロールに
ついての記事など。

野球

George Ferguson’s Ultimete Page
http://www.cs.rochester.edu/u/ferguson/ultimate/

Entertainment:Sports.Baseball
http://akebono.stanford.edu/yahoo/Entertainment/Sports/Baseball/

●公式ルールやニュースグループからのFAQ などがある。

●野球のサイト巡りの出発点。100 以上の野球関係の情報への
ポインタが集められている。

ホッケー
Entertainment:Sports:Hockey
http://akebono.stanford.edu/yahoo/Entertainment/Sports/Hockey/

Seattle Mariners Home Plate
http://www.mariners.org/

●ホッケーのサイト100 以上が分類されて集められている。

●シアトル・マリナーアズの公式サーバー。マック・鈴木の写真、
成績も見ることができる。

★★★

The Hockey Page
http://terrapin.umd.edu/nhl.html

●NHL の試合結果がわかったり、各チームのホームページが集
められていたりする。
PAGES

Team Oregon Home Page
http://www.teleport.com:80/~teamore/

PROFESSIONAL HOCKEY SERVER
http://maxwell.uhh.hawaii.edu/hockey/hockey.html
●1893 年からの優勝チームや賞の受賞者など、膨大な資料が
集められている。

NHL home page
http://deathstar.rutgers.edu/people/jimg/nhl/nhlhome.html
●JPEG やMPEG の画像、チームLOGO や各チームのホームペ
ージへのポインタなど。

★★★

GEMS - IBIC
http://www.gems.com/ibic/
●メジャーリーグの野球カードや選手名一覧など。お金を払う
ともっとたくさんの情報を得ることができる。

The Baseball Server
http://www.nando.net/baseball/bbmain.html
●試合結果はもちろん、マイナーリーグレポートやさまざまな記
録が集められている。

Index of /pub/baseball/
http://wuarchive.wustl.edu/pub/baseball/
●選手の打撃成績など膨大な量のデータがある。

International Hockey League Home Page
http://copper.ucs.indiana.edu/~ancsmith/home-template.html

Jason Kint’s Baseball Web
http://pear.wustl.edu/~jekint/baseball.html

●チーム情報やFAQ、ML 紹介など。

●メジャーリーグの過去のデータや画像やサウンドなど。

British Ice Hockey
http://www.dcs.hull.ac.uk/~cs6grk/hockey.html

MLB Highlights
http://tns-www.lcs.mit.edu/cgi-bin/sports/mlb/highlights

●イギリスアイスホッケーの毎週の試合結果やこれまでの戦歴な
ど。

●X が使えるとメジャーリーグのハイライトムービーと音声にア
クセスできる。

ボート
The World-Wide Web Virtual Library: Rowing
http://www.comlab.ox.ac.uk/archive/other/rowing.html

The Nando X Baseball Server
http://www.nando.net/baseball/bbminor.html
●マイナーリーグの結果やデータなど。

●世界のボートクラブへのポインタやイベント情報、MPEG ム
ービーなどなど。

Oxford rowing
http://www.comlab.ox.ac.uk/archive/other/rowing/oxford.html

World Youth Baseball 1994
http://www.brandonu.ca/~ennsnr/WYB/
●World Youth Baseball の過去の結果や参加国などの情報。

●ケンブリッジとのボートレースについての記述や現在の河のコ
ンディションなど。

ラグビー
UI Rugby WWW server
http://rugby.phys.uidaho.edu/rugby.html

マラソン
Entertainment:Sports:Running
http://akebono.stanford.edu/yahoo/Entertainment/Sports/Running/

●写真やラグビージョークやルールなどがある。

●マラソンサイトめぐりの出発点。20 くらいのポインタがある。

Rugby League Home Page - Index
http://www.brad.ac.uk/~cgrussel/
●イメージファイルやワールドカップの結果など。

The Running Page
http://sunsite.unc.edu/drears/running/running.html
●世界のマラソンクラブの紹介やランニングFAQ など。

F1
Ayrton Senna
http://gto.ncsa.uiuc.edu/tfischer/senna.html
●セナの写真集。

Dead Runners Society
http://www.furman.edu/drs/drs.html
●トレーニングプログラムやマラソンに関するコンピュータソフ
トウェアなどがある。
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