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第３回　全国一斉オリエンテーリング大会
　ｉｎ　大阪

　会場　：　岸和田中央公園　
２００１年６月３日（日）

スタート位置からの

一斉スタート。

フリーポイント－Ｏです。

今回は、マスターマップ方式。

といっても、スタートしてから地図を写すので

はなく、スタート前に地図を写して、地図の見

方などを指導しました。

受付です。

事前申込が１名だけという

中央公園会場。

何人来てくれるか心配でしたが、９時過ぎに

早速参加者が来ていただけました。



表彰式です。

参加者が少なく、参加されたかた全員に

表彰状を渡せました。

次回も、参加してくださいね。

子ども達は元気いっぱいに走り回って、コント

ロールをみつけていました。１カ所だけ、パン

チが取られてしまった場所がありました。すぐ

にボールペンをつけて、スタート時の説明で対

応しました。

　６月３日に行われた大会の報告です。今回、大阪では近くの人に参加しやすいようにということ

で、３会場（服部緑地・大阪城公園・岸和田中央公園）で行いました。しかし、宣伝活動が遅れ、

要項が出来上がったのが３週間前。そして配布もほとんどされない状態のままの開催となりまし

た。参加人数が少なく、僕たちが考えていた『オリエンテーリングの普及に役立てる』というのに

は、ほど遠いものとなってしまいました。しかし、「ガールスカウトのリーダーをしていて要項を

もらったので来てみた」という人もいて、要項配布の大切さをあらためて知ることとなりました。

　****************************

全国一斉大会の趣旨は、僕は良い物だと思っています。至る所でオリエンテーリングを行い、近く

の会場に気軽に参加してもらい、オリエンテーリングの普及に役立てる…しかし、状況は初めて行

った第１回大会より後退しているのではないかと思います。特に、情報が一般に流れないというの

は、致命的です。そのオリエンテーリング大会にに参加していない人でも「あそこでやっていたの

は知っている」という状況を作り出さないと、気軽に参加というわけには行かないでしょう。その

ためには、学校や公共施設での掲示物や配布物をかなり前からしっかり行う必要があるのではない

でしょうか。

小林さんは、スター－Ｏ方式で走った

ために、こんなにかかってしまいまし

た。彼が真剣に走ったら７分くらいか

な？

浜谷さんも、途中のテニスコートで知

り合いとお喋りしていたために、41分

参加クラス 順位 名前 人数 タイム 所属
個人男子 1 平田　岳夫 1 19分23秒
個人男子 2 小林　康浩 1 23分39秒 大阪ＯＬＣ
個人男子 3 植本　歳宏 1 27分55秒 *
個人女子 1 原野　裕子 1 35分33秒 *
個人女子 2 浜谷　英子 1 41分0秒
ファミリー 1 岸本　堅嗣 5 22分47秒 *
グループ 1 松岡　泰右 2 34分56秒 *



つばめ会合宿参加メモ（箱根でオリエンテーリング） 
 

永瀬 

 

 ３年振りにつばめ会（＊）合宿に参加してきました。今回は、仕事の都合で、部分

参加です。（３年前は、保さん、村橋さん、前田さんに参加していただいた、淡海富

士～滋賀県希望ヶ丘文化公園での合宿） 
 
 ＊つばめ会：東工大ＯＬＴのＯＢ会 
 
５／４ 

 宿直勤務明けで、会社を９：１０頃にでて、

家に戻ったのは、９：４０頃。 シャワーを浴

び、事前に用意していたのオリエンテーリン

グ用のかばんの中身を軽く確認、補充（手

帳、ＭＤプレーヤー等宿直に持っていって

いたので）し、家を１０：２０過ぎにでる。（この

あわただしさは、３月の全日本大会と同じ）  

東岸和田１０：３４の(関空・紀州路快速)

に乗り、大阪駅へ１１：２５過ぎに着。（環状

線内のダイヤが乱れていて、１０分程遅延） ＪＲ京都線に一駅乗って、新大阪着。

指定席をとっていないので、そそくさと駅弁を購入して、新幹線ホームへ行きました

が、始発のこだまなので、案ずることなく、余裕で、二人掛けの窓側の席を確保する。

新大阪を１２：００に発車。途中、たくさんの「ひかり」「のぞみ」に抜かれながら、１５：３

４に小田原着。 

ここで、駅のそばにある小田原城を散策後、箱根登山鉄道に乗車し、箱根湯本

へ。駅を出て、どの道から宿へ行こうかなと検討していたところに、合宿参加者３名

（土産を買いに駅まで出てきていた）を発見し、迷うことなく宿へ向かうことができた

のはラッキーでした。（宿の案内図と現地のイメージが合わずに困っていた） 

＜箱根湯本温泉 温泉旅館湯さか荘というところに泊まりました。＞ 

 今回の合宿参加者は、１０期（私を含めて３名）、１１期：１名、１２期：２名、１３期：１

名、１４期：２名、１５期：３名、１６期：２名合計１４名と、９期以前、１７期以降がいない

のは残念であるが、その間の世代は、まんべんなく参加と上々の集まり。その構成

は、また、毎年クラブカップリレーで会うメンバー（オリエンテーリングを続けている）も

いれば、つばめ会合宿でのみ会うメンバー（OLは、そのときだけ）、さらには、卒業

以来８年振りに会うメンバーまで。夕食～温泉～部屋でのこっそりとの飲み会では、

近況から１４年前のことまで話題はつきませんでした。 

 

５／５ 

 翌日は、合宿のメイン？の期別対抗リレー。今回は、足場もよく、リレーのみの参

加メンバー＋現役生の参加もあるというのが、これまでと違ったところ。その結果、１

０期～２１期まで、９チームとのことで、過去最大の参加チーム数となりました。 

 今回は、３人リレーで、ショート、ミドル、ロングの３パターンで、どの走順にどのパタ

ーンを持っていくかは、各チームの作戦となります。いつも参加チーム最年長の１０

期は、分が悪く、参加した過去３回は、いつもウムスタート＆最下位相当です。今年

４月号（全日本大会参加メモ）訂正 
インカレの速報について、当方の確

認ミスにより、白川君の個人戦の成績

が抜けておりました。申し訳ありません

でした。以下の通りです。 

◇個人戦速報（併設クラス） 

 MA1  (91) 4.500 km   8 C           
  1 千脇 義崇  筑波大学      37:57  
  2 小野 雅俊  東北大学      38:05  

  3 藪田 隆俊  名古屋大学    38:27 

43 白川 努    滋賀医科大学  57:41 



こそは、最下位脱出を期し、以下の走順で臨むことにしました。 

１０期チーム 

 １走 及川 Short   ・・・ＯＬは、３年前のつばめ会合宿(滋賀)以来 

 ２走 永瀬 Long   ・・・ＯＬは、先月の全日本（宮城）以来 

 ３走 堤竹 Middle  ・・・ＯＬは、４年前のますみが丘(長野)以来 
 

レースの方は、地図の方が１９９３年と古く、コントロールまわりが怪しい部分があっ

たたりしたこともあり、波乱が起こりました。（ロング、ミドル） そんななか、最年長の１

０期は、１走で、出遅れたものの、２走（私だ）では、早くないけれど、遅くなり走りでま

とめ、ウムスタートの1'52"前に３走にタッチし、そのまま持ちこたえて、４位でゴール

することができた。この４位は、現役チームを含めた９チームの中で真ん中より上の

順位、社会人世代では、１位という予想外の好成績です。（怪しいコントロールは、

古い世代を助けたのかも～そういう時代でもあった） 

また、思いがけなく太田Ｚ（こどもの国大会エベレスト８合目優勝者）に、学生時代

（まだ、Ｚが速くなかったころ）以来の勝利（コースに助けられた？）という快挙まで得

てしまいました。今後、大会エントリー時には、Ｚと同じコースにならないように細心の

注意をはらって、この快挙を保持し続けたいと思います。 

 

期別対抗リレー結果 

 

優勝  21期 2:56:44 岡部健志（Ｍ）－山根洋之（Ｌ）－岡部健志（Ｓ） 

準優勝19期 3:13:47 千蔵真言（Ｓ）－萩谷太郎（Ｍ）－円井基史（Ｌ） 

３位 22期 3:52:59 藤野友祐（Ｓ）－藤野友祐（Ｍ）－藤野友祐（Ｌ） 

４位 10期 4:08:51 及川直也（Ｓ）－永瀬真一（Ｌ）－堤竹浩（Ｍ） 

５位 15期Ａ4:18:28 根本農史（Ｓ）－木原幸子（Ｍ）－齋藤玲彦（Ｌ） 

６位 15期Ｂ4:33:55 齋藤玲彦（Ｓ）－平山純（Ｍ） －根本農史（Ｍ） 

(open)12＆13期4:55:54浅野昭（Ｌ） －村田達司（Ｓ）－中川隆義（Ｍ） 

失格 11期 Ｐ１（3:59:59）川合勝久（Ｍ）－川合勝久（Ｓ）－川合勝久（Ｌ） 

失格 14期 ＤＮＦ  平松宗大郎（Ｍ）－太田宏樹（Ｌ）－羽根靖晃（Ｓ） 

Long 5,000m ↑330m 

①円井基史19期 1:06:14３走ＡＹ 

②山根洋之21期 1:24:08２走ＢＹ 

③永瀬真一10期 1:41:25２走ＡＸ 

④齋藤玲彦15期Ａ1:55:28３走ＡＸ 

⑤太田宏樹14期 1:56:17２走ＢＹ 

⑥藤野友祐22期 2:13:29３走ＡＹ 

⑦浅野昭12＆13期2:34:03１走ＢＸ 

⑧平山純 5期Ｂ3:07:12２走ＡＸ 

川合勝久11期 Ｐ１(1:56:47)３走ＡＹ 

Middle 3,800m ↑260m 

①根本農史 15 期Ｂ 59:32３走 AＹ 

②岡部健志 21 期 1:03:41１走ＢX 

③平松宗大郎 14 期 1:05:16１走ＡＸ 

④堤竹浩 10 期 1:10:43３走ＡＹ 

⑤藤野友祐 22 期 1:11:23２走ＢX 

⑥萩谷太郎 19 期 1:24:19２走ＡX 

⑦川合勝久 11 期 1:24:25１走ＢＸ 

⑧中川隆義 12＆13 期 1:27:38３走ＢＹ 

⑨木原幸子15期Ａ1:55:54２走ＢＹ 

Short 2,500m ↑160m 

①根本農史15期Ａ  27:06１走AＳ 

②齋藤玲彦15期Ｂ 27:11１走ＡＴ 

③藤野友祐22期  28:07１走ＡＳ 

④岡部健志21期  28:55３走ＡＴ  

⑤川合勝久11期  38:47２走ＡＴ 

 

⑥千蔵真言19期  43:14１走ＢＴ 

⑦村田達司12＆13期54:03２走ＡＳ 

⑧及川直也10期 1:16:43１走ＢＳ 

 羽根靖晃14期 ＤＮＦ ３走ＢＴ 



［オリエンテーリング情報の入手方法］

ＫＯＬＡホームページより、各種オリエンテーリング情報を含むホームページにリン

クを張っていますので、そこから情報をお引きだし下さい。

　 Ｋ Ｏ Ｌ Ａ ホ ー ム ペ ー ジ 　 → 　

http://member.nifty.ne.jp/Yminoru/kola/

また、電話や手紙でもお問い合わせ下さい。

　岸和田オリエンテーリング協会　事務局　まで



JOA新会長に小野清子氏就任

5月27日、JOA総会で役員改選が行われ、大野会長が退任され、新会長に小野清子氏が

就任されました。小野さんは、笹川スポーツ財団会長で、ご存知オリンピックメダリ

スト、参議院議員を12年、その間環境政務次官もされています。現職は、日本オリン

ピック委員会（JOC）理事、日本体育協会評議員、その他スポーツ関係の要職にあり

ますが、大野前会長から懇請されてお引き受けされました。

 

小野清子（おの きよこ） 

生年月日  昭和１１年２月４日　

出身地 宮城県岩沼生まれ、秋田市育ち 

血液型 Ａ型 

星　座 水瓶座 

趣　味 絵画・彫刻・映画・音楽鑑賞

　　　　読書、博物館めぐり、

　　　　ガーデニング、スポーツ全般 

座右の銘 いつでも青春まっしぐら。昨日　

　　　　よりは今日、日々新たなりと、　　

　　　新鮮さを求める。

［主な会長や顧問職]

（財）笹川スポーツ財団会長、（財）日本ゲートボール連合副会長、笹川平和財団委員、笹川平和

財団笹川日中友好基金運営委員会、（財）日本オリンピック委員会理事、（財）日本オリンピック

委員会アスリート委員会委員長、（財）日本体育協会評議員、（財）日本体育協会生涯スポーツ推

進専門委員会委員、日本スポーツ芸術協会会長、（財）日本レクリエーション協会顧問、東京ゲー

トボール連合会長、東京都ボウリング連盟会長、全日本女子レスリング連盟会長、日本ミニテニス

協会会長、東京都ビーチボール協会会長、日本フィールド･アーチェリー協会会長、東京都パワーリ

フティング協会会長、ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会会長、東京都早起き野球協会名

誉会長、東京都トライアスロン連合副会長、東京都なぎなた連盟顧問、 （社）東京都空手道連盟顧

問、全国家庭婦人バレーボール連盟顧問、（財）日本万歩クラブ副会長、日本花架拳連盟名誉会

長、（社）日本テニス事業協会顧問、日本女子サッカーリーグ特別顧問、大田区空手道連盟名誉会

長、城南少年軟式野球連盟顧問、 （財）合気道養神会理事、武道学園純正館顧問、（財）ヨネック

ススポーツ振興財団理事、（財）日本スポーツクラブ協会副会長、日本ダンススポーツ連盟顧問、

東京都少年剣道研究会会長、国際合気道養神会会長

　以上スポーツ系　３６団体（これにオリエンテーリングが加わるんですね）

　その他文化系団体　２４団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上http://www.onokiyoko.com/より参照



Ｏｰvillage ２００１ ５／３，５／４，５／５

寺田 保
５月３日（木）椛の湖（岐阜県恵那郡坂下町）主催 主管： サービス& RMO

出発は５月２日ＰＭ１１：３０、自宅を出る、１２：０５前田宅着、深夜西名阪から

東名阪を経て名古屋市内を走る頃にはどしゃ降り。４：００中津川道の駅到着。雨は激

しい車内で仮眠。６：００頃寒さで目が覚める、窓ガラスは白く露で一杯だ、エンジン

を掛ける全面ガラスがクリアになるまで１時間半、菓子パンとお茶で空腹をしのぐ。

早朝小雨やまないが観光に馬籠宿へ、肌寒い宿場街を町はずれまで見学朝早くて店は

まだ開店前、街道中頃の藤村記念館へ８：３０開館で藤村の功績を思う。

椛の湖総合グランドに集合、 １日目はポイントＯＬの一斉スタート、全員が案内され

スタート地点の土塁の端に全員が集合し１分前に地図読み可、読み切れないすぐにスタ

ートの合図、とりあえず土塁を伝って小径をたどり小川の交点から、その小川を伝って

目的の小山上の凹地を目指そうと思ったが植生の中を行くよりも道走りに徹する。小径

の途中より緩やかな尾根を目的地へ。直進や植生を回ってくる者いずれも遅れ組。１番

をやっとパンチ。

１番から２番へは超ロングの割に北東の小径迂回は遠い、御勢氏がその小径らしい右

前方に見える、平行に沢に下り小径を横断して両側に尾根を見、右にピークから２つ目

の尾根道の手前、悪くて尾根道と思って行くと人が集まってくる土塁はすぐ分かった。

３番へはしばらく小径を北東へ１５０ｍ歩測小径の終わりを左直角に平地から沢にか

かった岩のコントロールへ。

３番から４番へは富士のテラインを思わせる杉の柱の中を直進、小尾根を渡って次の

浅い沢、実際はこれが沢かと思うような浅い沢だった。

４番から５番へは大勢のランナーが同じ方向へその中に辻村さんもいる、つかず離れ

ず池方向へ池に近づきすぎ凸凹が激しい失敗である、やはり辻村コースを取らなければ

。 、 、ならない 池過ぎた所からコンタリング気味に行く むろん辻村氏や前走者は陰もない

右下方に外れ少し登るはめに。

６番は小径走りから何本もの小径を左に伝っていくが、小川を渡るつもりが左土手小

径を北へ湧水点をみて右の岩難なくクリア。７番へは前田、御勢などおなじみのメンバ

ーが勢揃い、前田氏は小径を下方へ、御勢氏も下の方でコンタリング、それにはかまわ

ず尾根を横断、植生が悪くめげそうになるがかまわず直進、小川が見え確信を得る。

８番へはしばらく直進するが小径が捉えられない、小池の水面を見て小径を捉え十字

路を確認して直走すると前方に辻村氏姿を捉える。小径を外れた辻村氏に追随、が小川

先のコントロールがない、辻村氏に助けられ茂みに隠れた凹地のコントロールへ。

９番へは前走者に追走、小径の交点は分かりやすい。椛の湖外周道にでた頃には前走

、 、 、者は陰もない 途中平らな所で右足をひねりつま先から着地すると痛い かかとで走る

後方が気になるが誰も追いついてこない、１０番はサービスコントロール、道路走りか

ら民家横の濃緑の植生、藪こぎ覚悟で行ったが楽々と山越えが出来た。道路へ到達する

手前で前田氏に追いつかれ、入り込む小径を探している間に先を越される、１１番手前

の小屋が目印で分かりやすい。

いよいよラスト１２番へ、直進で小川が目印と走るがいっこうに小川が出てこない、

前田氏についていくが竹林で立ちつくす、小川土手をうろうろ、前田氏が最終コントロ

ールを取り終えゴールを目指し去っていく、ああ、目の前の赤白の撚ったテープは誘導



テープだったか、理解が遅い誘導テープ逆送で１２番へ、笠井さんと同時チェック、し

かし走力の差で先を譲ってゴール。

２日目 根の上高原つつじ祭りＯＬ大会、５月４日（金）

根の上高原の鷹見旅館でご馳走を満喫。御勢、四宮、前田、寺田の４人。

翌日ツツジ満開の高原広場に集合、好天である、競技説明にスタートまで１０分とあ

る、あわててスタート地点へ、駐車場すぐ１分も行かないところにスタート枠、中田氏

らがスタート係りをしていた。

トップスタートだ、道走りで結果「く」の字で大回りか。道路に出て取り付きの小径

を探し尾根筋を登りピーク先の尾根１番をアタック。

２番は直進、広い尾根を西へコントロールへ当たらなければすぐ奥に道路がある、右

へ逸れたが小尾根の窪地、他の走者と同時にパンチ。先に道路に上がった走者は道路を

左に走っていった、ついて行きそうになったが地図をよく見直すと左には道がない。川

を２本越えその先に丸い建物、休憩所を想像、走って近づくと空き地に大きな丸い岩、

あたかも地図で見る限り建物だ。道のカーブをカウントして湿地から尾根上に取り付き

岩石地、尾根筋にはあちこちに岩の群れ、息を切らして登った所に３番コントロールが

あった。

笠井さんに追いつかれ、パンチをすると左下の方へ駆け下りていった。付いていきそ

うになったが尾根を登り岩に阻まれた所からコンタリング少し上部にずれていたが岩が

けに阻まれた所に４番コントロールがあった。

地図では北東へ少し登ったところに鞍部があるようだが、実際に行ってみると相当な

「 」 「 」登り鞍部にある を見て少し下った小径に取り付き十字路から 字路の道のないV T T

の頭を突き抜け北向きの幅広い沢を下って行くと５番沢のコントロールをパンチ。

小径のロングラン、小径上の湿地が走りを阻む、道路に出てそのまま道路を横断し笹

中を前走者に続く、先の／状の小径を↑方の北一直線で小径を捉える作戦だ。小径にう

まく乗り平地を左（東）へ笹の中、植生界が分からない先へ進もうとすると辻村さんに

呼び止められ笹の中に隠れた６番コントロールがあった。その６番で辻村、前田っちに

追い越され離れずに追随する。

小径を走っている内に両者の後ろ姿もなくなる。枝道に入り込まぬ様に慎重に小径を

ロングラン、アタックポイントの水のない小川から右登りのきつい小径を選択し小径の

終わりに７番沢コントロールがあったやれやれだ。

小径の分岐を左へ左へとっていくと前田氏の後ろ姿を捉え湖岸の舗装道路をしばらく

走り道の曲がりで考えてしまった。辻村氏は８番を取った後の走りか道路を先に走って

いく、前田氏が小径と小径の間を登り始めた、やっと現状把握し追随、下から見えない

棚の上の穴が８番コントロールだった。前田っちは下の道路に下りていったが、省エネ

を考えてコンタぎみに小径に出て先の尾根の９番へ、前田氏とタッチの差だったが先に

駆け下りていった。考えている間に走った方が早いかも。

１０番最終コントロールは湖の対岸、赤い線が湖を等分している、左周りが順当、舗

装道路を走って行く人がいるが、湖畔の遊歩道をめざし斜面を下る、遊歩中のグループ

の人に声援され一礼して最終１０番橋コントロールまで息もつかずに走り通す。

アフターＯＬで徳川博物館を見学、天下に君臨した栄華を知らしめられる。



５月５日（土祝） ３日目、主管：つるまいＯＬＣO-village
名古屋ちさんホテルを出発して森林公園をめざす、カーナビよりも前田ナビがよく

間に合う。公園えいせきに駐車場は無料だが森林公園入場は有料。

前２日間の成績によるチェイシングスタート方式、まず番外から番外を希望した御勢

氏がスタートして３５分で帰還。成績優秀者５名までがゼッケンを着用、もちろんゼッ

ケンなど着ける必要はない。１番ゼッケンと４０分は離れている１番がゴールして後の

スタートである。我々下位者は競技方法としてはあまり面白くない。

４０分ぐらいでゴール出来るだろうと甘く思っていたが自分の足はもう１ランク落ち

。 、 、ていた １分前に笠井さんがスタートしていった １番までに笠井さんの姿をとらえる

付いていけばと思ったが、道から分け入る所が違った。しかし１番が見つからない、尾

根から見下ろすとすぐそこに道がはっしている、間違いを感じて右へそれる、笠井さん

も同様らしい、一言二言ぼやきが聞こえて何処かへ。うろうろしかたなく下道へ出て道

の曲がりからアタック道にくっついて１番コントロールがある。尾根から見たら見えな

いが道から見たら丸見えの所に１番沢のコントロールがあった。

気を取り直して道を走って２番へ、２番も分岐の手前右に少し入った所だろうと思っ

たがそうは甘くない、道を少し行き過ぎた所から入ったらしく戻ったところに２番穴の

コントロールがあった。３番は道を４００ｍほど分岐に注意しながら走り、丸い建物、

前ページでは岩だったが、その建物から５０ｍ２５歩を歩測して左茂みへ３番土崖へピ

ッタシ、後に二人ほど続いてきて誘導してしまった。

４番は道から１００ｍほど森に入った複雑な地形の沢。道の分岐、建物、空き地を慎

重に見極め鞍部でコンパスを合わせて入ったにもかかわらず左前方に川のせせらぎ。小

川は後方のはずどうなってるのかと地図を見るが分からない。地図にない小川か知らず

に戻ってしまったのか地図を信じて右へ右へ尾根を２つほど迂回少し広いコントロール

のある沢のニオイを感じて沢の奥へ進む、あったうれしい。

５番へは尾根越え谷越えのいやな感じ、２つほど沢尾根を渡ったら行けるだろうと、

一直線あるのみ、沢を二つ過ぎた頃から茂みが激しい、楽しい藪こぎ泣けそう、通りや

すい左左へ逸れて道へ出る。左へ来たのだから右が順当だが頭はそこまで回転しない。

道の交点の向きから現地把握、先へ進むと地図にはハッキリクッキリ道が交差している

が、広場なのか道なのか見た目線がハッキリ分からない。左（西）の植生に入るが穴に

コントロールがない、位置説明を見直すと沢だ穴の奥だったそこに至るまでしばらく時

間が要った。２、３人パックで５番をパンチ。

６番崖、７番沢、ほとんど道走りおまけに３人パックだ。８番水系へも先行で少し航

跡が違うがパックには変わりない。９番沢も道走りただ小径があみだくじ状態で慎重な

選択が必要だが先行逃げ切りでパンチ。１０番も道走り道の分岐手前を少し入った穴だ

ったが先行でパンチ。１１番へは大きな建物の横道を走るがロングランは苦手２人に先

行を許す、三者三様に分かれる一人は手前の道からもう一人は同じ尾根へ登道だが先の

方へ消えていった、分岐尾根を直角に捉えようとしているのだろう、私は尾根まで手前

からコンタリングで結果三者に大差ない。問題はこの後に起こった、道に出て二人は右

に走っていった、しばらく走ってから気が付いた１３番を目指してる。会場から見える

１２番を飛ばしてる。 恥ずかしいが前走者と逆送で１２番芝生広場の沢を取りに行く。

前後３００ｍはロス。

１３番広い沢から最終コントロールまでバテバテの走り。かくて３日間のＯＬ三昧は終

わりました。



第１５回

ＫＯＬＡナイトオリエンテーリング大会

【日    時】２００１年８月４日（土）のナイト

【集合場所】大泉緑地　西側児童公園前（地下鉄　新金岡駅下車１５分）

【受付時間】午後6時30分～7時　　7時30分スタート

【競技形式】スコアOL＋α

【使用地図】ＫＯＬＡ特製ナイト用大泉公園Ｏ－マップ

【ク ラ ス】M＆W　ともに年齢無制限です

　　　　　　　　　※ハンディによるKOLA杯授与もあります。

【参 加 費】500円（事前）　当日は700円

【申込方法】参加費は、郵便振替にてお支払い下さい。

　　　　　　払込手数料は払込者の負担とします。

　　　　　口座番号：00970－7－14158

　　　　　加入者名：岸和田オリエンテーリング協会

　　　　　他記人欄：払込の住所・氏名・送金額

　　　　　　通信欄：参加者の氏名・電話番号・参加クラス・生年月日・E－mail

【問合せ先】寺田　保　　電話　０７２４－３８－０２６０

　　　　　　E-mail　mail@kola.club.ne.jp

【申込締切】7月20日（金）

【注　  意】コンパス＆ナイトOL用品の貸し出しはありません。

　　　　　　　※懐中電灯などを忘れないようにしてください。

翌日８月５日（日）は第２１回コンターズ練習会です。ばっちり2日間楽しみま

しょう。                                                                

     ［場　所］　服部緑地公園                                           

     ［問合先］　辻村　修　電話０６－６８３６－５５３２



ＯＬカレンダー
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府OL委員会大阪府民大会11/3

 福井県JOA全日本リレーOL大会10/28

神戸北区兵庫県OL協トレイル-O in KOBE9/15

8/8長野県ROMサービスクラブカップリレーOL大
会

9/9

吉備路第 15回ナイト&ディOL大
会

9/1,2

辻村06-6836-5532服部緑地コンターズコンターズ第21回練習会8/5

寺田 0724-38-0260大泉緑地KOLAKOLA ナイト-O8/4

加西OLCナイトオリエンテーリン
グ

7/28

高田0727-63-5770天王山関西学連関西学連第１回定例戦6/17

愛知県協会
090-8153-3535

岡崎市愛知県協会フラワーウォーク6/16,1
7

愛知県協会
090-8153-3535

愛知県東海地区OL協東海クラブカップリレー
大会

6/10

玉置090-2919-7919岡崎市愛知県協会フラワーウォーク6/9,10

群馬県赤城村東大OLK第２３回東大OLK大会6/3

大阪城公園大阪OLＣ府民一斉OL大会

服部緑地公園豊中・吹田府民一斉OL大会

寺田 0724-43-4904岸和田中央公園KOLA大阪府民一斉 OL 大会6/3

問い合わせ締切場所主催大会名

６月の予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２８日（木）　編集＆運営会議　２０：００　ＫＯＬＡハウス

　？？日　　　　ナイト-Oの地図調査

Ａｉｍｉｎｇ

ちょっと寂しかった全国一斉オリエンテーリング大会。やっぱり一般の人たちにしっ

かりと情報を流さないといけませんね。今度の府民大会は、早めにできるのかな？。


