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　「今年は６人だけか、２回走る

のは、誰や？。白川にしようか」

ぎりぎりの人数しかいない我がＫ

ＯＬＡの面々。寺田強氏は、本業

での講師をしていて、横田は学校

の部活動のため欠席が濃厚。前日

の水篶刈大会にも出席した６名で

交わされた会話が、冒頭のもので

ある。特に人数が６→７人と変更

されてからは、戦々恐々としてい

る。

※　※　※　※　※

　クラブカップが出来てから、

「クラブカップに参加しよう」→

「クラブカップを完走しよう」→

「順位を一つでもあげよう」と目

標も前向きに設定し、ここまでや

ってきたけど、人数が増え制限が

多くなってくると、正規チームと

しては参加出来なくなってしま

う。特に今のところ女子会員がい

ないＫＯＬＡは、来年の正規チー

ムとしての参加は、どうなること

か…。

※　※　※　※　※

　さて、部活動の試合が終わり、

負けてしまった横田先生。急遽日

曜日が空くことになったので、夜

行列車「ちくま」に乗って現地に

向かうことにする。大学時代に乗

っていた頃の大違いの「ちくま」

に感激しながら長野県に向かう。

この時点で、当初に永瀬監督が予

定していた走順通り、走れること

になり、一同「万歳！」。やっぱ

りオープン参加とは、気合いの入

り方が違う。

　７時４０分に伊那北に到着。車

で迎えに来ていた保・平山にむか

えられ、会場である鳩吹公園に。

もう大会に向けての雰囲気は、最

高である。

※　※　※　※　※

　ＫＯＬＡの第１走は、バリバリ

の走り手、白川君。他の正規チー

ムのトップランナーを見ている

と、女性を起用しているチームが

多い。最初にコースの様子を見

て、後半に勝負をかけるようだ。

これは、ＫＯＬＡチームも同じこ

と。ホーンの合図と共に、一斉ス

タート。この雰囲気は最高です

ね。

　まあまあのペースで帰還してき

て、第２走の村橋氏にタッチ。と

ころが今年は去年より参加チーム

数が増え、第１走の段階で９０位

とちょっと出遅れた感じ。なんと

か５０位以内を目指したいが…。

　※　※　※　※　※

　以後、無難にまとめたのだが、

走りきれずにタイムをあげられず

苦戦をしいられる。これは、日頃

のトレーニング不足だろう。第７

走の平山に至っては、タッチ直

後、逆向きに走り出そうとする緊

張感のなさ。大丈夫かい？。とは

いえ、２走に７３番に順位を上げ

てからは、６走までそのあたりを

うろうろし、７走で６６位まで順

位を上げて終了。今回の大会を無

事完走で乗り切ることが出来まし

た。優勝した多摩ＯＬとは、２時

間近い差。単純計算で、一人当た

り１７分というのは、すごいなぁ

と改めて感じました。でも、参加

し始めた頃は、ウムスタートに引

っかかり、この解消を目標に走っ

ていた頃とは、夢のようです。

※　※　※　※　※

　さて、大会が終わった後は、の

んびりと帰阪。近くの農園でリン

ゴを買った後、「みはらしの湯」

で疲れを落とす。僕たちが湯につ

かっていた時間帯、半分以上はオ

リエンティアだったのではないで

しょうか。

　その後は、高速を飛ばしてい

く。運転は他の人にまかせて、僕

は後部座席で、せっせと今回の報

告を兼ねたサイト作成。村橋さん

が車を飛ばすものだから、酔いそ

うになってしまった。なんとか名

古屋に着く頃には完成し、アップ

完了。みんな見てもらえたかな

？。

　※　※　※　※　※

　来年も「きっちりと参加して、

完走する」ことを目標に頑張りま

す。誰かＫＯＬＡに入りません

か？。特に女性の方、待ってます

よ(^o^)。

７人での挑戦！　今年のＫＯＬＡの命運は？
［第９回　クラブカップ７人リレー大会　ｉｎ　鳩吹公園　２００１年９月９日（日）　］　

http://member.nifty.ne.jp/Yminoru/kola/    mail@kola.club.ne.jp 　　　　　 KOLA 会長　横田実 　　

走順走者順位 合計タイム 個人タイム
1 白川 90 0時45分46秒 0時45分46秒
2 村橋 73 1時32分19秒 0時46分33秒
3 横田 74 2時23分10秒 0時50分51秒
4 前田 76 3時20分30秒 0時57分20秒
5 寺田 77 4時17分43秒 0時57分13秒
6 永瀬 76 5時16分46秒 0時59分03秒
7 平山 66 6時22分45秒 1時05分59秒



クラブカップリレー報告（速報） 
 

 

永瀬 

◇今回の結果（速報） 

走順 走者 順位 合計タイム 個人タイム 

1 白川 90 0 時 45 分 46 秒 0 時 45 分 46 秒 

2 村橋 73 1 時 32 分 19 秒 0 時 46 分 33 秒 

3 横田 74 2 時 23 分 10 秒 0 時 50 分 51 秒 

4 前田 76 3 時 20 分 30 秒 0 時 57 分 20 秒 

5 寺田 77 4 時 17 分 43 秒 0 時 57 分 13 秒 

6 永瀬 76 5 時 16 分 46 秒 0 時 59 分 03 秒 

7 平山 66 6 時 22 分 45 秒 1 時 05 分 59 秒 

 

◇過去の成績との比較 

 所要時間 正規 トータル 

 KOLA 優勝 順位(％) チーム数 順位 チーム数 

第６回 6:28:00 (170%) 3:48:06 91 (78%) 116 123（78%） 158 

第７回 6:19:07 (145%) 4:21:25 47 (51%)    93 66(46%) 142 

第８回 6:37:02 (156%) 4:15:01 37 (??%)    ??  42(???) ??? 

第９回 6:22:45 (145%) 4:24:00 46    85?  62   149? 

  ※第６回は、６人リレー 

   所要時間の（）内は、KOLA のタイム／優勝チームのタイム×１００ 

   順位の（）内は、ＫＯＬＡの順位／参加チーム数 

 

◇チームとして 

 ○優勝タイムが、若干長くなる条件下で、ＫＯＬＡのタイムは 14分強、短縮。 

 △参加チーム数増？もあって、順位はダウン。 

 ○新しい走順は、成功したと思う。特に、平山君は良かった。 

 ○急遽、夜行で、登場し、正規チームを成立してくれた横田先生に感激 

 

◇個人として 

 前日の21ASで、ウイニング34：13に対して、46：43。６走のトップも３５分想定、距離、

アップも２１ＡＳ相当なので、４５分目標（５０分合格）のつもりでした。ところが、ミスは、

勝負レッグのミスが５’程度を勘案しても、５９：０３は、遅すぎるタイム。正直言って、ス

ピードがでなかった。監督役から、６走への切替が遅かったのも一因かも。（４走ゴー

ル後、では遅かった。例年の７走の感覚で、過ごしていた部分あり） 

 

◇来年の目標 

 ・レギュレーション強化への対応・・・新規会員の獲得 

 ・目標タイムは、６：００：００。（４分ずつ短縮で可能） 



第７走の平山君。

次回も、ＫＯＬＡのエースを自覚し、７走

を走ります

第６走の永瀬君

KOLAチームの監督としてまとめてくれまし

た。「次回は白川を６走にして、自分は３

走を走ろうかな」と。

第５走の寺田保さん。

今回は、まっすぐ走れませんでした。

第４走の前田さん。

すぐに行き過ぎる悪い癖が出て、戻ること

が多くなりロスタイム

第３走の横田君。

久しぶりのＯＬにも関わらず、ミスはな

し。ただ、走力勝負の３走なのに、ロング

レッグで走れず。情けない。

第２走の村橋さん。

大きな失敗はなく、うまくまとめられまし

た。スピードに乗れなかったのが残念。最

後に地図を落としたけど埼玉大？の女の子

に拾ってもらえました。

第１走の白川君。

だんご状態から抜けきれず。だけど健闘し

ました。

求む、女子会員！



　　　　リレーに参加した７人です。結果は、報告の通りになりましたが…

　　スタートの様子です。

　　やっぱり、緊張の一瞬。

　　第１走の醍醐味ですね。

　　　　会場風景。南アルプスの山々に囲まれ

　　　　ていたせいか、台風の影響も最小限に

　　　　くい止められました。

　　競技後の、地図を見ての反省会。

　　どこをどう走って、

　　どうやれば良かったか…。

　　次回の糧になるように。



石垣島に行って来ました！
ｂｙ　よこたみのる

　夏休み…教師という職業をしていると「休みが

多くあっていいね」なんて言われることもあるけ

ど、それは人によって大きく違う。確かに夏休み

中、一度も学校に姿を見せない教師もいるし、

色々なことをしている人も多くいるけど、中には

休みがほとんどないという人もいる。僕もそんな

一人で、７月２１日から８月２６日までは、サッ

カーの練習に学校に行っているか、ＪＲＣのトレ

センなどで宿泊学習につきあっているかで休みが

なかった。唯一、旅行として組み込んだ今回の沖

縄旅行も、来年の修学旅行のための下見を兼ねて

のものだからなぁ。そして、下見といっても、公

的な資金は一銭もです、全てが自費。実際は２人

分の旅費のみが出るのだけど、下見参加教師１０名で割るのもなんなので、来年の直

前の打ち合わせのために取ってある。なんとかしてほしいよ。

［８月２６日］

　さて、この日から４泊５日で沖縄に向かう。その

うち２泊３日は、本島での下見＆打ち合わせ。僕

は、家族旅行も兼ねて行くのだが、全員一緒の飛行

機を取ることが出来ず、僕を含む教師陣が先発。僕

の家族は午後からの飛行機になる。

　沖縄に着いたら、レンタカーを２台借りて南部戦

跡を回る。しかし、レンタカーを借りたり、国際通

りでの昼食に時間がかかり、ひめゆりの塔で妻達の乗る飛行機の到着時間になる。そ

こで、僕が空港まで迎えに行き、他の教師陣は、糸数壕へ向かう。

　壕（ガマ）は南部に多く見られる鍾乳洞なのだが、戦時中は住民の避難先となり、

色々な悲劇がそこで繰り返されることになる。修学旅行では、その中に入れさせても

らい、語り部の方に真っ暗な中で話を聞くことになっている。どうせだからと、横田

家の子ども達も含めて入らせてもらい、話を聞くこ

とにする。３人とも怖がらずに入って感心する。そ

の中で改めて、戦争について考えることになる。

［８月２７日］

この日は、横田家の４人と教師陣は別行動。妻達は

バスツアーで、もう一度南部戦跡を回り、午後かホ

テルのプールでごゆっくり。その頃教師陣は、北部



に向かい、泊まる予定のホテルの下見や、生徒達に体験学習する予定のバナナボート

やシュノーケリングを体験させてもらい説明を聞く。「安保の見える丘」や「佐喜眞

美術館」などによってホテルへ帰宅。夜は、ホテルのビアガーデンで飲んだ後、教師

陣は国際通りに行って“ゴーヤマン”の捜索開始。あ～疲れた。

［８月２８日］

　「琉球村」などの下見に他の教師は向かったのだが、僕はみんなのお言葉に甘え、

家族と共に本島観光。僕は２年前も色々回っていたので、せっかくやから家族とゆっ

くりしておいでと送りだしてくれたみんなに感謝。

　さて、横田家は海中公園まで高速をぶっ飛ばして、見学。さす

がに綺麗な海に感激。串本の海中公園とは、水の澄み方がちが

う！。その後、昨日お世話になった体験学習場所に行って、格安

でもう一度家族でバナナボートを体験させてもらう。その後はム

ーンビーチでひと泳ぎ。ここでは、ビーチ内にあったサンゴの近

くに魚が寄っていて、綺麗に見えました。そして、そのあとは、弟のいる石垣島へ。

　現在、石垣島の全日空ホテルのレストハウスの経営をしている横田勇君。僕の結婚

式以来のご対面。「彼女」という人と一緒に、翌日遊ぶことに。この日からは、フサ

キリゾートというコテージ風のホテルに宿泊。

［８月２９日］

　川平湾や米原海岸で海を覗いたり泳いだり。本島も綺麗だったけど、米原海岸で見

た魚たちは、もっと綺麗でした。その後は、石垣最北の岬まで車を飛ばしたり、マン

グローブを見学したり。

［８月３０日］

午前中は、弟の友達のサーフダイブの鈴木氏と一緒に、竹富島付近の珊瑚礁にシュノ

ーケリング。昨日米原海岸で、すごいと思っていたけど、ここは絶品。色とりどりの

珊瑚に囲まれ、家族でゆっくりと海中散歩。妻は、船酔いで最後は気分を悪くしてし

まいましたが。こんなところで泳いだら、本州では泳げないよ。

　午後からは、リスザルのいる八重島民俗園にいったり、最後にもう一度弟に会いに

行ったり。石垣空港から大阪に帰ってきたのは、１０時を過ぎていました。

　家族５人で動くと、費用もそれなりにかかりましたが、すごくいいものを子ども達

に見せてあげられました。今度行くのは何年後になるかなぁ…。



第１７回

ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会　
正月の気分転換に、ご家族でおいで下さい。またまた楽しい企画を準備中！。内容は来てのお楽

み？。

【 開催日 】２００２年１月３日（木）

【集合場所】大阪府岸和田市　とんぼ池公園

【　交通　】ＪＲ阪和線　下松駅よりバス　とんぼ池公園停留所下車５分　240円

　　　　　　　バスの時間帯は南海バス岸和田営業所　℡0724-22-3632　まで！

　　　　　　［有料駐車場有り　→　当日は無料のはずです］

【受付時間】９：３０～１１：００

【競技形式】ナイショ！

【使用地図】ＫＯＬＡ作成　ニューマップ　『とんぼ池公園　ｐａｒｔ２』

　　　　　　　　※　公園が拡張されたら、昨年度のを拡大ニューマップにする予定です　※

【 クラス 】MA（上級男子）、WA（上級女子）、MB（中級男子）、WB（中級女子）

　　　　　　N（初心者）、G（グループ）

　　　　　　※参加者によっては、クラスの変更をお願いする場合があります。

【 参加費 】一人1000円（当日1200円）　（中学生以上同額、小学生以下無料）

　　　　　　Gは一人５００円（当日600円）（　同　）　

　　　　　　事前申し込みは成績表無料送付します（KOLA会報内記載）。

　　　　　　当日申込者は、モノクロ地図になるかもしれません。

【申込方法】郵便局にある「郵便振替用紙」（青色の振込料振り込み人負担用紙

　　　　　　を使用して下さい）の通信欄に

　　　　　　（１）参加希望クラス

　　　　　　（２）氏名（ふりがな）

　　　　　　（３）住所

　　　　　　（４）電話番号

　　　　　　（３）年令

　　　　　　（４）所属クラブ［学校名］

　　　　　　を記入して、参加料を振り込んで下さい。これで申し込み完了です。

　　　　　　　［振込先］加入者名：岸和田オリエンテーリング協会

　　　　　　　　　　　　口座番号：００９７０－７－１４１５８

【問合せ先】郵便番号　５９６－００４４　岸和田市西之内町２－２０　　　寺田　保

　　　　　　電話　0724-38-0260　ＦＡＸ　0724-38-4967

　　　　　　E-mail　mail@kola.club.ne.jp

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

【申込締切】２００１年１２月１９日（水）

過去のＫＯＬＡ杯優勝者は、表の通りです。

２００１年度優勝者と永年招待者は、事前申

し込みをすれば今回無料です。

新春大会 ナイト大会

年 Ｍクラス Ｗクラス Ｍクラス Ｗクラス

1995川前　紀尚 中田　啓子 佐藤　信一 中村　夕里子
1996中田　茂夫 夏目　喜代子 小森　民雄 中田　啓子
1997上手　正雄 四宮　寿美子 四宮　一夫 有福　薫子

1998中村　知晴 夏目　喜代子 御勢　健二 四宮　寿美子
1999 大西　淳一 芝　聖子 小國　英男 四宮　寿美子
2000沖浦　徹二 四宮　寿美子 小野　貴政 四宮　寿美子
2001 小坂　猛 田代　恵子 小林　康浩 奥田　裕子

永年招待者　佐藤政明



OLカレンダー

大会名 主催 場所 締切 問い合わせ

9/1.2 第15回ﾅｲﾄ&ﾃﾞｲOL大会 吉備路 徳山 8/20 吉岡090-8719-5623

9/2 埼玉県協会OL大会 埼玉県協会

9/9 ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾚｰOL大会 ROMｻｰﾋﾞｽ 長野県 8/8 山川047-486-5162

9/15 ﾄﾚｲﾙO in KOBE 兵庫県OL協 神戸北区

9/22 地図読みﾊｲｷﾝｸﾞ 豊中OLC 三草山 9/19 岩井06-6866-0678

9/23 再度山OL大会 兵庫県OL協 再度公園 9/14 078-221-408兵 庫 県 協 会

9/30 みえｽﾎﾟｰﾂﾌｴｽﾃﾊﾞﾙOL大会 松阪OLC 大仏山公園 当日有 宮林0598-38-3164

10/7 京都ｶｯﾌﾟ第三戦 京都府OL協 淡海富士

10/7 東北大OLC大会

10/14 関西学連第2回定例戦 大阪大OLC 一体山 9/17 田部090-9699-243

10/21 千里OL大会 豊中OLC 千里南公園 10/15 岩井06-6866-0678

10/21 第55回岡崎市OL大会 岡崎OL協 岡崎市 加藤0564-21-7453

10/28 第21回市阪戦 箕面市 10/7 山田090-9884-438

10/28 全日本ﾘﾚｰOL大会 JOA 岐阜県 久保03-5476-5657

11/3 朝日大阪府OL大会 大阪府 万博公園O L 委 員 会

11/11 OLﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ 埼玉 本学連 福井県

11/11 ｽﾎﾟﾚｸ祭OL大会 三重県 三重県

11/11 奈良県民ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ 奈良県協会

11/24 インカレショート JOA 石川県 久保03-5476-5657

11/25 平成13年度東日本OL大会 JOA 福井県 久保03-5476-5657

12/2 京都ｶｯﾌﾟ第4戦 京都府委員 宝ヶ池

12/9 関西学連第3回定例戦 京大 葉隠甲賀

12/9 平成13年度西日本OL大会 JOA 広島県

12/23 ｳｴｽﾀﾝｶｯﾌﾟ 兵庫県協会 三木市

02/3/ 第28回全日本大会 京都府
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今月の予定
８～９日 水篶刈大会＆クラブカップ参加
２６日 ＫＯＬＡ運営会議 ＫＯＬＡハウス ２０：００in

Ａｉｍｉｎｇ
クラブカップの正規チームとしての参加が危ぶまれていましたが、なんとかクリア。今
年は、確定成績も異常なほど早く公表されました。正規チームとしての条件がどうなる
かで、来年の目標が決まります。さて、来年も頑張りましょう。
さて、この原稿を書いている最中に、アメリカでのテロが、生中継でテレビで放映さ

れました。旅客機を使った特攻なんて…。もし、向かっているのがわかっていたとして
も、人間が乗っている機を、ミサイルで撃ち落とすわけにはいかないでしょうね。卑劣
なテロ行為を許さないと同時に、亡くなった方々に対して、哀悼の意を表します。


