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第１９回

ウエスタンカップ
in　黒添池

ｂｙ　よこたみのる

実行委員長の愛場氏の挨拶。

選手宣誓は、

兼田僚太郎（Ｔｅａｍ白樺）と

澤田留己（朱雀ＯＫ）の

お二人でした。

受付は、ＫＯＬＡが担当。

９時半を過ぎると、

臨時バスから降りた人たちが

やってきました。

２００２年１２月８日、小雨の降りし

きる中行われたウエスタンカップ。万

全の準備を整え、関西屈指のテレイン

である黒添池で開催されました。私自

身の成績は、９０分を超える散々なも

のでしたが、充分に楽しめました。で

は、写真を交えた報告を！



第２走の白川君。

小さなミスが多く、
こっちも７０分以上。

満面の笑みの横田氏。

でも、この時点で９０分近くを消化。
トップチームの倍の時間がかかってい
ました。(^_^;)。
足もつりかけ。

いよいよ、スタートです。
第１走は、横田氏。

スタートフラッグまではトップでした
が、その後は、散々。

前田さんは、今回新設されたスプリン
トクラスに出場。一人でも参加する楽
しみができたのが、良かったですね。



いよいよ、ラストの引き継ぎ式。

次回主管は、関西学連です。

みなさん、

ありがとうございました。

ＭＡ
１、朱雀ＯＫ
２、広島ＯＬＣ
３、ＯＬＰ兵庫
一般1位、トチノスケ？

ＷＡ
１、ＯＬＣレオ
２、ＯＬＰ兵庫
３、広島ＯＬＣ
一般1位、テキドクラブ
Ｓ
１、ＯＬＰ昔鬼ころし
２、サン・スーシ177
３、ＯＬＣレオ

予定内容を変更して行われた
エキシビジョンレース。
５チームの参加で、盛り上がりまし
た。

広島OLC、朱雀OK、京大ゾンビーズ2チ

ーム、大阪市大が参加し、宮内佐季子

さんがアンカーの京大ゾンビーズAが

勝ちました。

ようやく、第３走の平川君に。

さすが、元エリートランナー。
ミスも少なく、完走。

でも、前の２人のを挽回するまでには
…。



ＯＬ三昧東奔西走記 

前田 

 

１０月から１１月に掛けてのＯＬ参加記をＯＬの内容で無く、その全体

動向を記録しました。 

10／6 京大大会 

これは東西の真ん中？の関ケ原、皆が安上がり料金の競争、私は近江路

切符 2500 円で参加、久振りの関ケ原、関ケ原４００周年祭りの最中でし

た、これが１０月のスタートでした。 

10／13、14 Ｏ―ｃｕｐ2 日間大会  富士見高原 

長野の一番山梨より、交通は宿はで交通は茅野までの往復阪急バス、 

泊りは名古屋の柴田さんの紹介で茅野のホテル、行きは松本まで行き、の

んびり松本城見学する予定だったがバスが連休のど真ん中で渋滞 2 時間近

く遅れて、見学時間少なく、また城の中も渋滞、天守閣は途中でＵターン、 

茅野へ、地図を便りにホテルに向かうが、エプソンの工場がいつのまにか

スーパーになっていた、ＯＬ参加後は温泉へ、予定した公営泉はレジオネ

ラ菌騒ぎで点検休業中、他の温泉へ、2 日目も何とか終り、（色々あったの

は他の会報を参照）帰りもバス、時間が充分あったので、諏訪大社見学，

その途中で見たことのある人がタオルを頭にかぶり、もくもくと歩いて居

たので声を掛けようとしたら、コンビニにはいってしまった、多分あれは

コンタ－ズの遊さんだったはず。その後また温泉に入り、のんびりと帰り

ましたが帰りも渋滞、12 時ギリギリでした。 

10／27  東日本大会  岳温泉 

これは、10／27 に東日本が福島で有ると決まった時から、計画が始まっ

た、何を隠そう、30 年前のこの日が結婚式でした、それで、30 周年記念 

東北旅行を計画しました、旅行費用は退職旅行ギフト券、 

行程は伊丹より福島、レンタカーで猪苗代、会津見学、岳温泉泊り 

２日目、東日本参加、家内は先発で松島へ、私はレンタカーを福島で返し 

松島へ、泊り 



３日目、松島より仙台市内見学、蔵王のお釜見学、山形より，伊丹の予定 

ところが、実際はとんでもないことになった、まず、8 時予定の飛行機が 

機体故障で、何と出発が 12 時半、1500 円の食事券をもらったのが慰め、 

福島に着いたが、会津、猪苗代方面には行けず、やむなく、二本松の菊人

形見学、雨降りの中で人は少なく、のんびり見学、早めに温泉に入りゆっ

くりしました、２日目、大会参加内容はまあまあにしときます、その後は 

レンタカー返却に福島駅へ、所が、駅の構造が複雑で、東口、西口とウロ

ウロ、まるで、ＯＬ、何とか返却して、仙台経由松島へ、宿泊松島一の坊 

夕食は 30 周年豪華な食事？ 

3 日目、松島湾巡りをして塩釜から貸切タクシーで仙台市内、天気が少し

悪い、蔵王はどうかな？山は雲、仙台青葉城を見学、いよいよ蔵王へ宮城

蔵王へ挑戦、途中小雨、まあ大丈夫か、登りにかかると雪が降り出す。 

登るにしたがって道にも雪が積もり出した、ヘヤピンも上ったがついに積

雪だ、通行止めの標識、10 月でこんな雪が積もったのは運転手さんも初め

てだと言っていた、下山して、遠刈田温泉近くの自然薯そばの店を紹介し

てもらい、食事、おいしかった。でも、これに懲りず、今度は山形より蔵

王を目指すがこれも雪、これはもっとひどかった、積雪でスリップ車が続

出、プロの運転手だから安心していたが、ド素人の直前句全Ｕターンでブ

レーキを踏まざる得なくなり、スリップ、路側の崖に向かった、運の悪い

事に、スリップ方向に何とガードレールが切れている、最悪、ドアに手を

掛けいざというときは飛び降り体制、何とか路側の窪みで止まった、やれ

やれ、命拾い、タイヤチェーンを巻いて下山、何処も行くところが無いの

で、山寺でもと、夕暮れの山寺へ、１２００段の階段挑戦、真っ暗になっ

た階段を登り降り、あーしんど、山形空港に早めに着いて、休憩、今度は

定時の飛行機で、伊丹、家に着いた。もうあんたとは旅行に行かんと言う

家内の声を後ろに聞きながら、そう言えば２０年のとき沖縄に行ったけど

台風直撃で帰れるか心配した経験有り 

11 月は 

11 月３、４日の菅平高原   

今回はデラックス旅行、私にしてはですが！ 



新幹線、在来特急乗り継ぎ割り引きの利用、前回のバスは渋滞で苦労した

ので、名古屋まで新幹線、名古屋より（しなの）長野より上田まで新幹線 

でした、全日本リレーの開会式の会場へ、受付開始時間を開会時間と間違

えて 1 時間も前から待っていました、説明が終わって、ペンションに着く

と雪が少し積もっていた、今年は雪にめちゃ好かれたのかな？ 

リレーの内容ば別途、終わって温泉へ山を降り真田町の温泉、以前ＫＯＬ

Ａのメンバーで菅平に行った時、真田館が休みだったので近くの温泉を探

しに行き、川底の温泉、上から眺めて、余りにも？？で止めたところです、 

そこで、ゆっくり、翌日は皆さんご存知の通り、インカレ併設、雪のため 

中止、早めに諦めて、真田館に入浴、皆と別れ、上田市内散策、長野に出

て、善光寺参り、100 円バスで、帰りは名古屋からの新幹線が連休の最終

日で大混雑、ついに大阪まで座れなかった、またまた、アー，しんど。 

 

11／10  京都カップ②戦 行者山 

 得点ねらいに行ったが、寝坊はするは、何とか電車には間に合ったが 

プログラムを読む時間が無く、大失敗、誘導テープにつられて、ゴール地 

点へ、わー遅刻、トラックの荷台に乗せてもらってスタート地点へ、 

15 分くらいの遅刻、ゆっくり頑張った。 

11／１７ 学連 ③  東山 

 レースよりも、南禅寺等の紅葉のきれいな事、 

車も大渋滞、ゴール後はその人ごみをかき分けて会場に帰ったとさ。 

 

11／23  西日本大会  加美町 

 保さんの車で５人会場へ向かう、途中、西脇市内でＯＬをしながら 

会場へ、ストーブの側に陣取り、臨戦体制、 

成績は他の人が発表すると思うが、2 箇所大ミスで終り、 

以上 10 月、11 月のＯＬに名を借りた、旅行記でした。 

12 月はウエスタン、ＡＳＫ、北山、の 3 回 

1 月は新春の後、山口大にでも行くか！！ 



紅葉の吉野山散策紀

朝夕の冷え込みが厳しくなって紅葉のシーズン真っ只中と言うことで、先日、吉

野の山へ紅葉狩りに行って来ました。

TVやラジオで「17日の日曜日は紅葉狩りにはもってこいの天気」と噺し立ててい

る。で、混雑を避けるべく朝早く（7時過）家を出る、お陰で渋滞もなく1時間半

程で到着。

吉野山観光駐車場（無料）に車を置いて、身支度を整えていざ出発。

車には常時トレッキングシューズも積んではいるのだが、履いて来たスニーカー

で歩きだす、これが失敗の元。

蔵王堂に参拝し、両側に土産物屋が並んだ通りを行く、まだ早いので準備中の店

が多い。女房が前日のTVで放映していた茶店を見つけ「休憩する」と言い出す

が、歩き始めて20分も経っていない、しかも店は準備中。

「帰りにしょう」と小生が言う、女房は「昨日の放送を見て来る人が今日はたく

さん居ると思う、帰りだと名物のお菓子が無いかも知れない」と・・・。

暖簾の奥から、「いま作っているところです、少し待って戴けるなら、お菓子が

できます」と、おかみさんの声。

それではと中に入る、おかみさんが夜露で濡れた床凡を拭いて、赤い毛氈を掛け

てくれた。

腰をおろして待つことしばし、抹茶と出来立ての菓子が運ばれて来た。

名前は忘れたが、餡こを葛で包んだ菓子、本当の出来立てで温かい、ほんのりと

した甘さが抹茶に合う実に旨い、旨いは旨いが、紅葉を見に来たのであって食べ

に来たのでは無い、本来の目的を思い出したように店を出る。

いつの間にか人出も増え、ほとんどの店が営業を始めている。

少し歩くと佃煮の試食、黒豆茶の試飲、郵便局の前では切手の販売。

和紙を売っている店では、「吉野の和紙はコウゾで作っているのが特徴で、云

々」と言った説明に耳を傾けたりで、一向に足が前に進まない。

それでも一番最終と思われる店で、もう一度お茶の試飲をしてやっと本格的に歩

きだす。

道々の楓の葉は見事に色づき、歩く者の目を楽しませてくれる、下千本、中千本

と見渡せる道を登って行くも桜の木の葉は散ってしまっていて、遠くから見ると

禿げ山のようにしか見えない。春あの枝に花が付いたらやはり見応えがあるだろ

うと想像する。

奥千本まで5km？はあっただろうか、残り1km位に金峰という神社があり、無料休

憩所がある、この時点で11時半を過ぎている。床几に座って弁当を食べている人

が居る、握り飯を旨そうにほお張っている人も居る。



そこで、はたと気が付いた昼飯を持って来ていない。

朝早くにトーストを食べただけ、人が食べているのを見るとたまらない。

でもここまで来たのだから引き返す訳にはいかない、持参のお茶を口に含んで

「茶腹も一時と」腹の虫をなだめつつ、最後の気力をふりしぼり歩きだす。

ところがここからがきつい上り坂、今まで登って来たのとは比べものにならない

ほどの急勾配。15分位登ると、下りは急な石段でしかもすれ違いがやっとできる

ほど狭い。日陰で暗い道、この先に何かあるのだろうか、すれ違う人も来ない。

腹は減る。腹の虫がグウと泣いている、もうそろそろ限界かと思うころ、人の声

が聞こえた。石段を降りきって、道なりにぐるっと回ったこの目に飛び込んで来

た楓の赤、今までに見たことも無い見事な大木がものの見事に紅葉している。

まさに筆舌に尽くし難いとはこのような時に使う言葉であろうか、夢中でシャッ

ターを切る。

西行庵と楓の枝を取り込んでシャッターを切る。

道すがら見て来た紅葉は単なるプロローグにしかすぎない。

こんなエピローグが待っていようとは、

疲れた足を引きずってここまで来た甲斐があったと言えよう。

感激しながら吾妻屋に腰を降ろして見回すと、先客たちの殆どが弁当を食べてい

る。思い出した、腹が減っていた事を、またもや腹の虫が騒ぎ出した。これ以上

ここにいると発狂しそうと、名残惜しいが早々と引き上げることにした。

ここでスニーカーで来たことを後悔する、つま先が痛くなってきたのである。

腹は減るわ、つま先は痛いわと最悪。自然と二人、無口になる。

歩くこと1時間、茶店がある、もう1歩も歩けない、縁側に座って菓子と焙じ茶で

一息つく。ほっとしていると「これはサービス」といって、煎り立ての銀杏を持

って来てくれた。女将さんが「今日は、お天気が良くて、よかったですね、先週

だと雪が積もって寒かったですよ、でも真っ赤な紅葉に白い雪がほんのり積もっ

た様子もまた格別でしたよ」と話してくれた。

ここの菓子もやはり葛を使った物、黄な粉のほんのりとした甘さ、塩味の利いた

銀杏のほろ苦さ、女将さんの気配りがうれしくてついつい長居をしてしまう。

足の痛みも和らいだので店を出る。

みやげもの屋の通りは人・人・人で大混雑。

駐車場は車・車・車、小生が入ったときと景色が違う、やはり早く出たのが正解

でありました。

奈良に来たら寄るうどん屋で、柿の葉寿司とうどんという遅い昼食をとって、家

路につく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　えす・えぬ



第７回　ＫＯＬＡ橋本オリエンテーリング大会

春休みに、第６回ＫＯＬＡ橋本オリエンテーリング大会を開催します。これまでに延

べ３８０名を越える参加者があり、毎年楽しんでくれています。春休み中のことであ

り、今年も皆様に楽しんでもらおうと考えておりますので、ご

家族連れやお友達どうしでお気軽にご参加ください。

【開催日　】２００３年４月６日（日）　小雨決行

【主　　催】岸和田オリエンテーリング協会（ＫＯＬＡ）

【後　　援】橋本市教育委員会

【集合場所】杉村公園内　駐車場前遊児童広場

【交　　通】南海高野線「御幸辻」駅　下車　徒歩約１０分

　　　　　　（「難波」駅より約６０分。駅前より誘導テープ［黄］あり）

【受け付け】午前９時３０分～１０時３０分　（スタート時刻は１０時～１１時）

【競技形式】ポイント・オリエンテーリング

【使用地図】ＫＯＬＡ作成「菖蒲谷」縮尺１：１００００

　　　　　　事前申込者は、コース印刷済み。

　　　　　　当日申し込みは、マスターマップ（もとの地図からのポイントの書き移

し）方式になることもあります。

【クラス　】　

グループクラス グループの構成
小学生男子組 小学生男子のみで構成される２～５人のグループ
小学生女子組 小学生女子のみで構成される２～５人のグループ
小学生混合組 小学生男女の混合で構成される２～５人のグループ
中学生男子組 中学生男子のみで構成される２～５人のグループ
中学生女子組 中学生女子のみで構成される２～５人のグループ
中学生混合組 中学生男女の混合で構成される２～５人のグループ

家族組 小学生以下の子供とその保護者で構成される２～５人のグループ
一般組 上記の条件に当てはまらない２～５人のグループ

個人クラス 参加資格
小学生男子 小学生の男子（３月に卒業したものをふくむ）
小学生女子 小学生の女子（３月に卒業したものをふくむ）
中学生男子 中学生の男子（３月に卒業したものをふくむ）
中学生女子 中学生の女子（３月に卒業したものをふくむ）

一般男子・初級高校生以上の一般成人男子（初心者）
一般男子・上級高校生以上の一般成人男子（経験者）
一般女子・初級高校生以上の一般成人女子（初心者）
一般女子・上級高校生以上の一般成人女子（経験者）



【参 加 料】１人３００円（ただし中学生以下１００円）

      成績表送付希望者は、２００円別途申し受けます（機関紙ＫＯＬＡ内記載）。

　　　「ＫＯＬＡ」年間購読希望者（４月～３月分）は、２０００円です。

【申込方法】①～②のいずれかの方法でお知らせ下さい。

      　①  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）参加者全員の氏名・年令

　　　　　　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

　　　　②　葉書かＥ－ｍａｉｌにて、問合せ先に（１）（２）の内容をお知らせ下

さい。参加費は当日お支払い下さい。

　※大会当日に、事前に申し込みしなくても参加はできますが、準備の都合上、　　

　できる限り申し込み下さるよう、お願いいたします。

【申込締切】２００３年３月２０日（木）　　［当日申し込みも出来ます］

【問合せ先】〒583-0033　藤井寺市小山９丁目１２－２２　横田実方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＫＯＬＡ橋本大会　係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　０９０－４２９９－２９９７

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ－ｍａｉｌ　mail@kola.club.ne.jp

【そ の 他】・参加賞としてゴールにてジュースをお渡しします。

　　　　　　・各クラス３位まで、表彰します。

　　　　　　・表彰は、午後１時ごろの予定です。

　　　　　　・運動の出来る服装、靴でご参加ください。

　　　　　　・コンパスは各自ご用意下さい。（５０個までは貸し出しできます！）

　　　　　　・競技中の怪我、事故については充分にご注意下さい。参加者が自分自

身あるいは他へ与えた損害については、主催者は一切責任を持ちませ

ん。

【オリエンテーリングとは？】
コンパスと地図をたよりに、決められたポイントを、いか

に速く通過できるかを競うスポーツです。地図上の赤丸の

中心に、三角柱の形をしたコントロールと呼ばれるポイン

トがあります。それに付いているパンチ（針が付いた穴を

あけるもの）でチェックｶｰﾄﾞに印を付けてきます。決めら

れた順番どおりに、パンチで印を付けてきてゴールして下

さい。

他のオリエンテーリング大会の情報も、インターネット・

ホームページで公開しています。アドレスは

「http://member.nifty.ne.jp/Yminoru/kola/｣です。

スタート
ゴール



OLカレンダー
大会名 主催 場所 締切 問い合わせ

京大ｿﾞﾝﾋﾞｰｽﾞ大会 京大ＯＬＣ 京都市12/21
12/22 078-933-8468京都北山大会 朱雀ＯＫ 京都市 寺嶋
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

海外のオリエンテーリング情報
2003 1/131/19Ski-OWorld Cup & EuropeanChampsITAAlpe diSiuci年
2003 1/19 HK Champions League HKGTaiTong年
2003 1/251/26GermanChampionshipsGER年
2003 2/62/16Ski-OWorld CupSWEOstersund/Asarna/Sundsvall年
2003 2/152/16USSkiOrienteeringChampionshipsUSAGuilfordNH年
2003 2/16 HK Champions League HKGTungWanTau年
2003 2/222/23TrofeoInternacionalMurcia ESP年
2003 2/232/242TageSki-OLGERArber-GebietBayern年
2003 2/263/2Ski-OWorld CupESTVoru/Haanja年
2003 2/263/2SkiOWorldMastersChampionshipsEST Otepaa年
2003 3/13/4PortugalOMeetingPORViana doCastelo年
2003 3/33/9Ski-OWorld Cup RUS Cheliabinsk年
2003 3/43/10SkiOJuniorWorldChampionshipsRUSVladimir年
2003 3/16 HK Champions League HKGPakShekKiu年
2003 3/283/30SpringCup2003 DEN Hillerod年
2003 4/54/6Nepal2-daysNEPPokhara,Himalaya年

年 雲南省2003 4/124/19YunnanO-festival CHN
2003 4/174/20CampeonatodeEspanaESP年
2003 4/184/20Brasil championships 1st-stageBRA年
2003 4/184/27EasterANZACOrienteeringCarnival NZL Auckland年
2003 4/18 AUS Family Relays AUSWA年
2003 4/194/213joursdusudouestFRAVailhourles年
2003 4/194/21AUS3Days AUS WA年
2003 4/194/21JanKjellstrom GBRMaidenhead年
2003 4/25 AUS Short Championships AUS WA年
2003 4/264/27TiomilaSWEKungsor年
2003 5/15/4NordicOpenChampionshipsSWEFlen年
2003 5/25/4Ilves3-dagarsESTLaanemetsa年
2003 5/35/4USNationalOrienteeringDayUSAMannsville,NewYork年
2003 5/175/18BritishChampionshipsGBRSheffield年
2003 5/245/2515-stafettenNOROppsal年
2003 5/305/3124-hoursOGERThuringen年

Ａｉｍｉｎｇ
今年を振り返って と 吉備路からの原稿を書いていてふと気づいたのは 今年は２「 」 、 、『

回しか大会に参加していない！』という驚愕の事実。夏のコンターズ練習会とウエスタ
ンのみ。これじゃ、地図感が鈍るはず。来年は、第４子も生まれるのでもっと出づらく
なるだろうなぁ。来年は、大会にもっと参加したいなぁ。どうなるかな？。
では、来年もＫＯＬＡをよろしく！


