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　伝統のウエスタンカップリレ

ーが、今年も開催されます。

　第１回大会は、１９８３年２

月２７日にＯＬＰ兵庫の運営に

より、開催され、ＯＬＣレオが

優勝しました。以後、京都地

区、大阪地区、兵庫地区、関西

学連の回り持ちで運営されてい

ます。この間、第１１回大会

が、震災のため中止されたとい

うこともありましたが、その後

も継続し、今年で、１９回目を

数える日本一歴史あるリレー大

会です。

　「ウエスタンカップ」の名前

の由来ですが、これはOLP兵庫

の故　芝昌宏氏の命名にるもの

です。もともとOLP兵庫で、リ

レー大会を企画していて、それ

にウエスタンカップという名前

をつけてしまったというのが本

当のところです。当時は大きな

リレー大会はなく、本格的なリ

レー大会としては関西初（日本

初？）だったと思います。命名

者の意図と情熱は、関西のオリ

エンティアに暗黙のうちに伝わ

り、当初は２年に一度ではあり

ましたが、みな「次はうちがや

らしてもらいます」というのり

で、徐々に、確実に関西のオリ

エンティアに根付いていきまし

た。つまりこの大会は関西のオ

リエンティアが、自分たちの手

で育ててきた思い入れ深い大会

です。また、その後、定期的に

学連も運営に参加するという、

社会人と学生が対等の立場で活

動し、交流を深めている大会で

もあります。関西のオリエンテ

ィアにとっては、後発のクラブ

カップリレーより、規模こそ小

さいけれど、思いは深い大会だ

という人が多いのではないでし

ょうか。関西ローカルでいいか

ら、しっかり守り育ててゆきた

い大会です。

＜第１９回の予告＞

今年は、大阪地区のクラブ有志

により、２００２年１２月８日

（日）に、黒添池（くろんどい

け）周辺（奈良県生駒市、大阪

府交野市）で開催されます。要

項は、世界選手権大会1000日前

イべント（クラブカップリレー

前日）より配布予定です。

［一押しイベント］

～第１９回ウエスタンカップリレーオリエンテーリング大会～
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回 年月日 テレイン 運営 男子 女子 シニア ジュニア
1 1983.2.27 月見橋 OLP兵庫 OLCレオ - - -
2 1985.2.24 傍示の森 大阪OLC OLP兵庫 - - -
3 1987.2.15 太陽が丘 京都OLC OLP兵庫 OLP兵庫 - -
4 1988.1.17 白滝摂津峡 ふるはうす・チームHO・OLCレ

オ・コンターズ
京都大学 OLP兵庫 - -

5 1989.4.2 葛城山麓 岸和田OLC OLP兵庫 OLP兵庫 - -
6 1990.1.14 御室八十八ヵ所霊場 関西学連 OLP兵庫 橘女子大学 - 茨木高校
7 1991.1.20 道場 兵庫地区実行委員会 ふるはうす OLP兵庫 京都OLC 茨木高校
8 1992.1.19 黒添池 大阪OLC OLP兵庫 OLP兵庫 - 茨木高校
9 1993.2.28 周山街道 京都地区実行委員会 OLP兵庫 朱雀OK OLP兵庫 茨木高校
10 1994.2.27 蓬莱 関西学連 広島OLC 広島大学 大阪OLC 京都教職員

OLC
11 1995 震災のため中止
12 1996.1.14 走落神社 朱雀OK 京大OLC 広島OLC 四日市OLC 亀岡OLC
13 1996.12.22 再度山 兵庫地区実行委員会 OLP兵庫 広島OLC 広島OLC 亀岡OLC
14 1998.2.22 菟田野 杉風会 広島OLC OLP兵庫 四日市OLC 亀岡OLC
15 1999.1.17 大和高原都介野 関西学連 OLP兵庫 OLCルーパー サンスーシ 亀岡OLC
16 2000.1.16 鹿深夢の森 京都地区実行委員会 OLP兵庫 OLCルーパー OLP兵庫 洛星高校
17 2000.12.3 蒜山高原 岡山地区実行委員会 京都大学 橘女子大学 OLCレオ -
18 2001.12.23 エオの森 兵庫地区実行委員会 team白樺 朱雀OK 四日市OLC -
19 2002.12.8 黒添池 大阪地区実行委員会 ？？？？ ？？？？ ？？？？ ？？？？





  





第１６回

ＫＯＬＡナイト

オリエンテーリング大会

【日　　時】２００２年８月３日（土）のナイト

【集合場所】浜寺公園（大阪府堺市）　中央噴水広場

　　（南海本線「浜寺公園」または 阪堺電軌阪堺線「浜寺駅前」下車１０分）

　　　公園の駐車場（有料：１時間¥400、以後¥100/時間）が利用できます。

【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

【使用地図】大阪ＯＬＣ作成　浜寺公園Ｏ－マップ

【ク ラ ス】M＆W　ともに年齢無制限です

　　　　　　　※KOLA杯ハンディ戦もあります

【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19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。

翌日の第２２回コンターズ練習会もよろしく！　　　　

　　［万博公園にて　辻村修　06-6836-5532）

2005年　愛知県にて　オリエンテーリング世界選手権開催！



尾上さん 前田
１．（241）　2：12 １．(241)　3：22  

　沢の上端を回りこめばやぶの植生界だから　沢を登り、道を確認して植生界へ回り込み

　問題無く分かるはず。道がまったく目に入って　ポスト発見パンチ。　

　途中で出てきて思わずチェックしてしまった。　（一応順調）

　植生界に見えたのですぐに角の方向にショ‐ト　+１：１０　走力差

　カット。ポスト位置も頭に入っていたのですぐに

　回り込む。

2．（239）　2：22 2．（239）　3：25

　すぐに小さなオープンの植生界経由のプラン　白だったので、コンパス直進、ただゆっくり

　に決定。直進の目標が過ぎたらしっかり止　歩いた、ほぼピタリ、２８０ｍの直進は難しい。

　まってもう一度コンパスを振ってを繰り返す。

　正面やや右にオープンらしきものを確認し、　+１：03

　「あれだな」と近づくとご丁寧にポストまである

　（WEのものだった）。そこからコンパスを振り

　直してぴったり当てる。

3．（237）　2：44 3．（237）　4：52

　小道の小さな曲がりから直進とプランし、すぐ　小道の曲がりから直進も予定が曲がりがうまく

　に植生界沿いに小道まで出る。歩測もしたが　見つからずオーバー、草育ちでみつける。

　曲がりもはっきりしていて楽勝。　 　+2：08　　ＡＰの重要性

4．（231）　9：53 　4．〔231）　13：56

　最初から悩んでいた方針が３番までの道走り　とにかく道走りと北側の道へ、ところが道が

　の最後の瞬間にやっと決まる。最初に見えた　走れない、歩いてしまった。沢に降りる道も

　北側の道つなぎ、次に見えた真ん中の沢の　非常に分かりづらく、苦労、何とか道をつなぎ

　ルート、そのどちらでもなくさらに南の沢を使う　ＡＰの道の分岐よりコンパスを振り目的の沢へ　　

　ルートだ。理由はその沢道が走れそうで

　アタックが簡単なこと。 　+4：03　　走れないんだったら直進、コンタだ

　まずだらっとした尾根を越えた辺りから崖の

　間目指して一気に降りる。道路を横切って

　沢に降りはじめたらちょっとした尾根が見えて

　現在位置確定。小道の分岐のすぐそばに出

　てあとは道走り。思った通りにだらだら登りで

　ずっと走れた。ＡＰからは沢と思っていた方向

　がだらっとした尾根だったので一瞬？？と

　なるが、方向を確かめて右寄りに進むと目的

　の沢に入れた。

5．（216）　3：21 5．（216）　4：11

　横切る尾根に入り込んだ沢方向にコンパス　沢を横切り、鉄塔横の道へ、

　を振り、脱出で左へ流されないように進む。ポストへ、結構内側だったので少し苦労。

Ｍ50Ａ　　　　５０００ｍ　　　　２２５ｍ

東大大会奮闘記２００２．６．２
｢りんごの里」

今回は東大大会トップの尾上さんのラップ感想がホームページに記載
されていたので今後の勉強、反省のため比較表でまとめました。



　尾根を越えたら左の崖が感じられ注意して

　いたら炭焼きを発見。そこからコンパスを　+0：50　これはそこそこ

　振ってぴったり当てる。

6．（221）　3：57 6．（221）　11：22

　こんなところは道走りに限るのですぐに 　大失敗、道走りが本道、これをどうせ道も　

　出戻る。左側の岩崖まで距離を測ってどん　走れないと、水系沿いを進む、途中他クラス

　どん進む。ちょっと長めの直進なのでやはり　　のポストを見ながら、手前で少しウロウロ、

　コンパスを振る時はしっかり止まるを繰り返す。　水系の合流をうまくＡＰにできなかった。　

　歩測もぴったりで真正面にポストが。 　+7：25　　アーァ大失敗

7．（222）　1：15 7．（222）　2：22

　この直進は近いのでリングを回さずにすぐに　コンパス直進。

　直進会し。沢に降りた時にちょっと右寄り　ひたすら歩く。

　だったが正面の沢の地形が見えたので

　問題なし。　 　+1：07

8．（245）　12：39 8．（245）　21：15

　3番で使った小道の曲がりをＡＰにするのが　道出て、小道を登り又沢に降り、対岸の道

　ピッタリなので、ついでに4番え使った部分の　の予定が登ったところでちょっとうろうろし、　

　逆戻りを採用。まず道路に出て沢から入ろう　水系におりた所、記憶なし、道走りで救護所へ、

　とおもっていたのだが、道路が若干下り気味　その隣りの水系沿いの尾根を登るが

　だったので高さを損しないように崖の右辺り 　グロッキー、何回休憩したことか、③の近く

　から入って斜めに進む。沢の上部あたりと　を通り、ラフコンパスで何とかクリアー

　思えるところから、白い尾根に向けてコンパス

　を振ってどんどん進む。うまく水系の横に降り　+8：36　　完全にバテバテ

　立てた。すぐに正面の斜面に取り付き方向に

　気を付けながら尾根を越える。思ったよりは

　少し右に出ていることが分かったが、問題

　ないのでそのまま進んで小道に乗る。３番へ

　行く時に使った曲がりから直進。これも距離

　があるのでコンパスを丁寧に使ったら真正面

　に当たる。

9.（247）　1:16 9．（247）　1：48

　水槽が確実なので道の右側を見て確認。 　水槽からアタックこれは簡単。

　コンパスを振ろうと思ってそっちを見たら

　フラグが見えた。 　+0：32

10.（265）　5:08 10．（265）　10：15

　２杯給水して畑沿いに進んだ後、コンパスの　給水はしっかり、給水の北を畑沿いに道を

　赤い針だけ見て１５０ｍ先の小道へ。右手の　　トボトボ、確実のため、土塁よりアタック。

　植生界が見えて来たので近寄って行く。その

　角から直進でも良かったのだが小道の曲がり　+5：07　　走れない！

　が見える辺りまで進むことにする。前方に

　曲がりが見えてきて、左手のそれらしき

　植生界を辿ろうとしたらフラグが見えた。　

11.（271）　2:13 11．（271）　3：56

　反対側の斜面で他に何もない沢なので 　沢を目指して直進、歩くのはらくだ。

　手前の植生界が分かったのでそれを

　たどって沢へ。　 　+1：43



12.（274）　2:15 12．（274）　5：51　

　レッグ線方向に進みはじめたが確実に鉄塔を　道に出てＸを探すが見当たらず、適当に行く

　経由することにした。この距離まで近づけば　ほかのクラスのポストに振られる。

　外すことはは無い。 　+3：36

13.（777）　1:35 13．（777）　2：51

　コンパスの針が横になる方向に進んで植生界　　植生界直進が誘導テープに当たる、戻って

　と畑の間を通ることだけしか頭になかった。　チェック。

　誘導テープに行き当たって左に辿る。 　+1：16

Ｇｏａｌ　　　0:30 Ｇｏａｌ　　　0：51

　出だしの登りを頑張ってダッシュし、道路に　やれやれ走りでゴールへ。

　出てからは２段加速でゴールに飛び込む。　+0：21

Total　　　51:28　（1位） Ｔｏｔａｌ　　1：30：17　（22位）　　　+38：49

キロ１０分は切れなかったがコントロール周りは直進は下手、道は走れない、

ほぼパーフェクト。直進をしっかりやった結果だ。いつものパターンだった、

２位と９分差、同コースのＯＡＳのトップとも反省点ばかり、今度は尾上さんに少しでも

７分差だから丁寧にやったのがやはり良かった近づくよう頑張ろう、そうでないと、この比較の

みたいだ。 意味がない。頑張るぞ。

＊尾上さん無断で参考にさせていただきました、お許しください。



まったく勝手に

Ｇｅｎｅｒａｌ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ報告
（村越氏、理事に再任。スキーＯ、オリンピックに？？）

[orienteer] WOC2006/07からの引用

まんず、パキスタン、インドネシア、トルコ、タイが準加盟、台湾が正式加盟

したのでＩＯＦ加盟国は６１カ国になりました。そのうちアジアは６正式加

盟、６準加盟の１２カ国を占める大所帯でございます。

これに付随してですが、アジア地域（Ｒｅｇｉｏｎ～）としての行動を計画す

るにいたっております。まずアジア選手権の立ち上げですが、２００３の香港

での国際大会、それに続く２００４中国あたりからスタートします。日本代表

も、このあたりからアジアの雄？としての地位を存分に発揮？できるかな、て

なところでもあります。

２００２－２００４アクティブプランの採択

すでに６１カ国を数え、２０１２のオリンピックでの採用を目指して（７５カ

国必要）、これからＩＯＦはオリエンテーリングのより高いステータスの獲得

など、今まで拡大政策を取ったリソースを熟成させる行動プランを開始しま

す。ということであります。

次はスキーＯ。

２００６年のイタリアオリンピックへの採用へ正式な申請をしていて、ＩＯＣ

は今年末に採択されるかどうかが決定されます。見通しなどは特に何もありま

せんでしたが、冬季オリンピックは夏季と異なり今回のソルトレークの例もあ

るように、多くの競技種目を増やす拡大政策をとっていますので、入る可能性

は結構あるのではないかと思われます。そしたら、本邦発のオリエンテーリン

グ代表オリンピック選手が近いうちに誕生する可能性は高いと思われます。そ

れと２００５、２００７の世界選手権の開催が決定しています。オリンピック

で採用されない場合は２００５の代わりに、２００６の開催となります。あな

ーたも、職場での理解を得られるためには、スキーＯで日本代表がもっとも近

道かと思います。ちなみに、男子なら最低でも１～２０００時間くらいは雪の

上にいなけりゃ、スキーでも今の日本代表に追いつくことはかなり不可能と思

われますが。



フットＯの２００６／０７の開催地

２００６の開催はデンマーク！

２００７の開催はウクライナでございます。

なんと２００７の投票は、最終的にチェコ１６票、ウクライナ１６票となり、

最後はスーのくじびきで、ウクライナ決定です。わお。

予算の承認、ＩＯＦの会長（スー再選）、副会長（３人横滑り再選）の選出が

あり、次は個人的に注目していた理事の改選でございました。

５人の理事枠に立候補しているのは、

われらがむらこししん＊、

一部おなじみの？おいびん、

フィンランドからヤンエリック＊、

スイスからマーセル・シュー、

ブルガリアのヨルダンカおばさん＊、

そしてエストニアのレホ、

という、その道の方にはおなじみの？顔ぶれで選挙は行われました。

米印は再選でございます。

結果は…じゃじゃじゃーん、

村越しん堂々の３０／３２票獲得第１位、

続いてレホ、ヤンエリックの２７票、

ヨルダンカ、マーセルの２５票、

そして我らがオイビンなんと１４票しか獲得できず大敗退、うーむ事前予想は

当たったが…。ちなみに日本の投票は…私がヨルダンカ以外は前日から事前直

撃インタビューをして意見のヒアリングを行い、さまざまな政治的決定の後

（そんなに難しくはないが）、我らが？オイビンを除いて投票したのですがそ

のとおりになりました。

あと、ＩＯＦのＶＩＰレースは、ＷＣコンペティタでもある村越理事がＬｏｎ

ｇコースで１位の勝利（あたりまえだ）により表彰を受けました。おいらは力

弱くあと４秒で４位になり表彰を逃しました。ＩＯＦレースなら、日本は北欧

諸国をおしのけて（というより相手にならん）世界ではトップクラスでござい

ます。



OLカレンダー

大会名 主催 場所 締切 問い合わせ

全日本ﾊﾟｰｸ 大会 立川市6/1 O JOA
6/2 24 OL OLC 4/05 090-9529-8638第 回東京大 大会 東京大 群馬県渋川市 瀧

全国一斉 大会 大阪 府委員会 大阪城6/16 OL
第 回加西ﾅｲﾄ 大会 加西 加西市7/20 2 OL OLC
豊中・ 合宿 ﾄﾖｺﾗ 天野7/20-21 KOLA

8/3 KOLA OL OLA 5/06 0724-43-4904たそがれ 大会 岸和田 浜寺公園 寺田

8/4 22 5/7第 回ｺﾝﾀｰｽﾞ練習会 ｺﾝﾀｰｽﾞ 吹田市

ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾚｰ 作手村8/25 RMO
9/7 8 & OLC 8/20 090-8719-5623･ ﾅｲﾄ ﾃﾞｲ２日間大会 吉備路 総社市 吉岡

9/15 OLA 9/6 0795-63-5747第２回ﾄﾚｲﾙＯＬ 兵庫県 しあわせの村 磯部

第 回京大大会 京大 関ヶ原10/13 2
O-cup OLC 4/3010/1314 東京 富士見原高原

東日本大会 福島県10/27 JOA
大阪府民ＯＬ大会 鶴見緑地11/3 府ＯＬ委員会

全日本ﾘﾚｰＯＬ大会 長野県11/3 JOA
第 回ｳｴｽﾀﾝｶｯﾌﾟ 交野市12/8 19
西日本大会 兵庫県12/23 JOA

03 1/3 KOLA OL OLA 0724-43-4904･ 新春 大会 岸和田 錦織公園 寺田

全日本大会 新潟県3/23 JOA

７月の予定
１３日（土） ナイト－Ｏ試走 浜寺公園噴水前 １０：００
１４日（日） 近畿ＯＬ連絡会
２０日（土） 豊中＋ＫＯＬＡ合宿
※７月の運営会議は、８月３日ナイトの準備と兼ねます

８月３日 １０：００ ＫＯＬＡハウス ナイト準備

Ａｉｍｉｎｇ
サッカーのワールドカップも終わり、次はいよいよ２００５年のオリエンテーリング

世界選手権大会（ワールドカップ）ですね。…でも、こんなことを知っているのは、今
のままでは、ごく一部の人間と言うことになってしまっています。いろんなメディアで
でればいいのですがね。せめて、オリエンテーリング大会の要項には、一文入れるよう
にしてみてはどうでしょうか。


