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第７回　ＫＯＬＡ橋本大会
ｂｙ　よこたみのる

表彰式です。
犬も参加。

「吊り橋が怖くて渡れな
かったよ」

スタートです。

まず、地図を見て確認！
林の中を、駆け抜けて
…。

足下がまだ悪いかな？

本日は、桜もみごろ。

狭い駐車場は、多くの花

見の人で、ごった返して

いました。

地図は、事前申込者分だけ

を事前に印刷。当日申込者

は、その場でプリントアウ

トするという荒技。

今回のコース設定は、白川

氏。さて…？

いよいよスタート準備。

昨日の雨が嘘のように晴れ

渡った日曜日。今年は、地

図を大幅に修正し、上級ク

ラスに楽しめるものにリニ

ューアル！



小尾根につけたコントロールで、みんな迷っていたみたいですね。「なかなか楽

しめました」とみんな言ってくれて、満足でしたが、あと少し植生をきちんとと

ってれば、わかりやすかったですかね。前日の雨のために、「川」が出来ている

ところがあって、地図にはあらわせてなくて、戸惑ってしまったようですね。ま

た、ご意見などありましたら、ご連絡下さい 

２６組　３９名の参加　ありがとうございました



全日本大会（新潟）参加報告（３／２３） 
前田 

 今年度最終は全日本大会、大阪からはちょっと遠い新潟。どう行こ
う？ と計画時に考え今回は割高になるがＪＣＢトラベルの新潟１
泊２日コースで参加、伊丹９：００の飛行機で出発、１０時過ぎ新潟
空港着、何人かＯＬ参加者を見かける、夕方のホテル入りまで時間が
有るので当初の計画通り弥彦山へ向かう、ＪＲで１時間、弥彦駅下車、
弥彦神社見学、そのあとロープエーで弥彦山頂上へ佐渡が良く見まし
た、又、想像以上に佐渡は大きいし山には雪があった、弥彦の頂上も
奥に進むとすぐ雪で展望、見晴らしを愉しみ下山。そのまま新潟に戻
りどっかうろつこうと思ったが面倒なのでホテルで即寝ました。 
 翌日は１番のバスを予約していたので駅のバス乗り場へそこで村
橋さんと合流、桜の名所村松公園へ、３月末と新潟はやはり北国なの
でつぼみに程遠しでした。そのまま会場へ、大阪ＯＬのメンバー、岐
阜の中田夫妻、豊中の岩井さんたちと合流、いよいよ大会参加スター
トへ！ 
 会場よりしっかり歩き、スタート地点、スタートフラッグより①へ
は下り池の南西のポイントＯＫ、３：４６。②は尾根越えの沢を登っ
て降りてで３：０２。③は池沿いの径を走り２：３１。④は後からの
反省では建物から直進のルートが有ったが丸太橋を渡り湿地沿いを
走り４：３７、チョットロス。⑤はその建物の横を通り最初の沢へ、
２：４９。⑥へは直進尾根越え３：０１。⑦は③から④の逆走、沢の
入り口で前を行く村橋さんを前方に捕らえたがそれが最後、以後はゴ
ールまで全く見えず。５：５０。⑧も直進２：０９。⑨はロングレッ
グ苦手でも何とか走り、径の曲がりよりコンパス頼りに直進、８：０
８。⑩は尾根道を走るコースも有ったが直進コンタリング、３：２１。
⑪へも湿地を避けて直進６：１９。⑫も直進、今回は走りコースだな
-―、２：２１。⑬またまたロング道走り、８：１１。⑭はコンタリン
グでゲット３：１３。 ⑮も直進２：１５。最後の力を振り絞りゴー
ル １：０１。 
  計１：０２：３４  9 位だー、 
 

 



次に記録を 

Ｍ５５Ａ １位の尾上さん、４位の村橋さん、９位の前田の比較 

 

 尾上  村橋  前田  
S→１ 2：15 1 3：08 4 3：46 16 

1→２ 2：31 3 3：26 19 3：02 11 

2→3 2：40 12 2：28 5 2：31 6 

3→4 2：18 1 3：06 7 4：37 27 

4→5 1：32 1 2：14 5 2：49 13 

5→6 2：21 1 2：25 2 3：01 ７ 

6→7 4：18 2 6：54 18 5：50 10 

7→8 1：28 3 1：32 6 2：09 19 

8→9 5：32 1 7：10 7 8：08 13 

9→10 2：38 2 3：24 15 3：21 11 

10→11 4：19 1 5：14 6 6：19 12 

11→12 2：40 8 2：12 4 2：21 ５ 

12→13 8：45 21 9：04 22 8：11 13 

13→14 2：29 2 3：01 9 3：13 10 

14→15 1：31 3 1：51 10 2：15 17 

15→Ｇ 0：57 1 1：10 11 1：01 ３ 

合計 0:48：14 １ 0:58:19 ４ 1:02：34 ９ 

 



２００３年度ＫＯＬＡ総会
＜岸和田オリエンテーリング協会　２００２年（平成１４年）度 活動報告＞

【１】行事等

　2002年４月　７日（日）　　年次総会　　　　　　　　　　　橋本市杉村公園

　　　　　　　　　　　　　　第６回橋本ＯＬ大会　　２９人　橋本市杉村公園

　　　　６月１６日（日）　　全国一斉ＯＬ大会　　　　　　　大阪城公園

　　　　７月１４日（日）　　近畿ＯＬＣ連絡会　　　　　　　奈良県

　　　　７月２０日～２１日　豊中＋KOLA夏合宿　　　　　　　和歌山県かつらぎ村

　　　　８月　３日（土）　　ＫＯＬＡナイトＯＬ大会　２０人　浜寺公園

　　　　８月２５日（日）　　クラブカップ７人リレー　　　　作手村

　　　　11月　３日　　　　　大阪府民ＯＬ大会　　　１９９人　鶴見緑地

　　　　12月　８日（日）　　ウエスタンカップ　　　４００人　くろんど池

　2003年１月　３日（水）　　ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会　７９人　　錦織公園

　　　　１月　７日（日）　　大宮校区子供会ＯＬ指導＆主管　中央公園

　　　　１月２１日（日）　　近畿ＯＬＣ連絡会　　　　　　　

　　　　３月２４日（日）　　全日本大会　　　　　　　　　　新潟県　　　

　　　　４月　６日（日）　　年次総会　　　　　　　　　　　橋本市杉村公園

　　　　　　　　　　　　　　第７回橋本ＯＬ大会　　　　　　橋本市杉村公園　

【２】会議等

　　・総会　　　　　　　　　　…2002年４月７日（日）

　　・運営＆編集会議　　　　　…毎月最終水曜日に開催

　　・府ＯＬ委員会　　　　　　…寺田強氏出席

　　・近畿ＯＬ連絡会　　　　　…寺田保、寺田強　

　　・ＫＯＬＡ－ＭＬの活用による意見交換

　　☆岸和田ＯＬ連盟としての活動は、休止。

【３】広報活動

　　・会報『ＫＯＬＡ』の発行　年間１２回　（発行部数５０部＋α）

　　　　2002年４月１２日　Ｎｏ．222　～　2003年３月７日　Ｎｏ．233

　　・各ＯＬ地域クラブなどと、会報及び情報の交換

　　・Ｅ－ｍａｉｌを通じた要項の配布

　　・ＫＯＬＡ－ＨＰの活用

　［課題］・ＯＬの底辺拡大を意識した広報

　　　　　・府民大会や全国一斉大会での府ＯＬ委員会を通じた広報



【４】役員配置

　１．岸和田オリエンテーリング協会役員

　　会　　長　　　横田　実（総括責任者）

　　副 会 長　　　村橋和彦（部外折衝）

　　会　　計　　　寺田　保（会計総括責任者）

　　事 務 局　　　寺田　強（岸和田市ＯＬ連盟・体協関係責任者）　

　　幹　　事　　　前田春正、平山友啓、永瀬真一（広報）

　　会計監査　　　白川努（会計監査役）

                                              以上任期　２００３年４月

　２．府ＯＬ委員会委員（１名）

　　　寺田　強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年４月

【５】会計報告

　※　別紙　※

………………………………………………………………………………………………

＜岸和田オリエンテーリング協会　2003年（平成15年）度 活動方針・活動計画＞

【１】活動方針　

　みんなと楽しさを！
　岸和田オリエンテーリング協会が設立されて２８年目。新しい会員がなかなか増え

ないのは、仕方ないのでしょうか。大会での広報も一般人がいない状態では、功を奏

しませんし…。去年度は地域誌の「ぱど」にも載せましたが、反応はありませんでし

た。なんと、オリエンティアではなく、一般の人が参加しやすい大会を開催し、その

人たちに楽しみを知ってもらえるように考えていきましょう。

【２】活動計画

　１．会議等

　　年次総会　２００３年度総会　平成１５年４月６日（日）　

　　　　　　　２００４年度総会　平成１６年４月４日（日）

　　運営会議　定例…毎月最終水曜日に開催し、会に必要な事項を協議する。

　　　　　　　　　　出席者は幹事以上の役員と、協議事項に関連する者。

　　　　　　　　　　また、一般会員の参加も差し支えない。

　　　　　　　臨時…緊急に必要あるときは、会長または副会長が関係ある者を

　　　　　　　　　　招集する。

　　編集会議　毎月…毎月最終水曜日午後８時より、運営会議を兼ねて開催する。



　　その他……・岸和田市ＯＬ連盟及び岸和田市体育協会関連の会議、行事など

　　　　　　　　への参加。

              ・大阪府ＯＬ委員会及び府民大会実行委員会への参加。

　　　　　　　・近畿ＯＬＣ連絡会への参加。

　　　　　　　・その他、必要と認められる会議。

【２】行事等

　2003年４月　６日（日）　　年次総会　　　　　　　　　　　橋本市杉村公園

　　　　　　　　　　　　　　第７回橋本ＯＬ大会　　　　　　橋本市杉村公園

　　　　６月１５日（日）　　全国一斉ＯＬ大会　　　　　　　大阪城公園

　　　　７月１３日（日）？　近畿ＯＬＣ連絡会　　　　　　　？

　　　　７月２０日～２１日？豊中＋KOLA夏合宿　　　　　　　？

　　　　８月　２日（土）　　ＫＯＬＡナイトＯＬ大会　　　　岸和田中央公園

　　　　８月１７日（日）　　クラブカップ７人リレー　　　　

　　　　11月　３日（月）　　大阪府民ＯＬ大会　　　　　　　服部緑地　　　　　

　　　　12月　７日（日）　　ウエスタンカップ　　　　　　　都介野

　2004年１月　３日（土）　　ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会　　　　　光明池公園

　　　　１月１１日（日）？　大宮校区子供会ＯＬ指導＆主管　中央公園

　　　　１月１８日（日）？　近畿ＯＬＣ連絡会　　　　　　　？

　　　　３月　　日（日）　　全日本大会　　　　　　　　　　　　　

　　　　４月　４日（日）　　年次総会　　　　　　　　　　　橋本市杉村公園

　　　　　　　　　　　　　　第８回橋本ＯＬ大会　　　　　　橋本市杉村公園　

　　　　

【３】役員配置

　１．岸和田オリエンテーリング協会役員

　　会　　長　　　横田　実（総括責任者）

　　副 会 長　　　村橋和彦（部外折衝）

　　会　　計　　　寺田　保（会計総括責任者）

　　事 務 局　　　寺田　強（岸和田市ＯＬ連盟・体協関係責任者）　

　　幹　　事　　　前田春正、平山友啓、永瀬真一（広報）

　　会計監査　　　白川努（会計監査役）

                                              以上任期　２００５年４月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２．府ＯＬ委員会委員（１名）

　　　寺田　強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００５年４月

　　　　※　参加は、他の役員も交代で行う。

　　　　



【４】その他

　［ウエスタンカップ，クラブカップの参加について］

　　・ウエスタン，クラブカップの参加については、参加費の半額をクラブから補助する。ただ

し、参加費の担当者を、参加するものの中から１名選び、会計に報告することとする。

　　・２回以上走る者については、２回目の参加費は、クラブ負担とする。

　　・他クラブ員から、助っ人で参加をしてもらう場合、参加費用は、半々とする。

　　・参加当日、都合により欠席する場合も、参加費用の半額は支払わなければならない。

＜２００３年度　機関誌『ＫＯＬＡ編集の方針＞

［２００２年度の反省］

　　【方針としてあげて実行できたもの】

　　　・表紙の「原則Ｏ－マップ」

　　　・近隣ＯＬ大会情報を、一覧表として掲載

　　　・Ａｉｍｉｎｇ（編集後記）の掲載。

　　　・各クラブ員の各種記事

　　　・大会報告の掲載

    【方針としてあげたが、実行が不確かだったもの】

　　　・会員への依頼記事の掲載

　　　　　会社や学校での話題などを交えた記事を依頼してはどうか？。

［２００３年度　活動方針］

　機関誌『ＫＯＬＡ』は、地域クラブの機関誌ということで、もっとクラブ員の交流

をはかれる記事を中心にすべきだと考える。去年度は、色々な形態の記事が載せられ

たのではないかと思う。毎回何人かOL大会報告が載ることは素晴らしいことである。

できれば、もっとクラブ員の親睦を深めるような記事がもっとあってもよいだろう。

　以上のことを踏まえ、また前年度までの内容を踏襲して今年度の『ＫＯＬＡ』の内

容を以下のように考える。

　・表紙の「原則Ｏ－ｍａｐ」

　・巻末の「ＯＬ情報」の充実

　・各大会参加者（部員及びそれ以外）の感想の文章の掲示

　・各クラブ員のいろんな記事の掲載［毎月、部員に依頼する］

　・編集会議の毎月１回（最終水曜日午後８：００～。運営会議と兼ねる）開催

　・発行日の固定（毎週第１金曜日）

　・ｗｅｂ上でのｐｄｆファイルによる公開

　　　→　ファイルサイズを押さえるために、メールでのファイル提出が望ましい。







OLカレンダー
大会名 主催 場所 締切 問い合わせ

4/6 第７回KOLA橋本大会 KOLA 橋本市 横田090-4299-2997

4/20 第22回ｻﾝ･ｽｰｼＯＬ大会 ｻﾝ・ｽｰｼ 神奈川県 2/28

4/20 第17回新潟大ＯＬ大会 新潟大ＯＬ 新潟県 3/20

4/20 初心者＆ﾊﾟｰｸＯ 大阪OLC 鶴見緑地 4/4 野沢06-6952-8306

4/29 ﾄﾚｲﾙＯ九州 長崎県OLC 長崎県

4/29 海の中道海浜公園ＯＬ 福岡県OL協 福岡市 神谷092-962-0121

4/29 春の松江ＯＬ大会 松江OLC 松江市 4/22 黒崎0852-26-2328

5/4 福岡県平尾台ＯＬ大会 北九州市OLC 3/28 吉田093-561-1218北九州市平尾台

5/4 根の上高原つつじ祭ＯＬ大会 OLCﾙｰﾊﾟｰ 恵那市 4/19 工藤0569-22-6718

5/11 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾛｹﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｬﾚﾝｼﾞ ﾁｰﾑ白樺 菅平高原 4/21 白樺荘0268-74-2511

5/18 第22回阪市戦 市大他 かつらぎ町 5/1 田部090-9699-2436

5/25 第７回佐賀県さわやかＯＬ 佐賀OLC 佐賀県 溝江0955-56-6857

小野田090-9981-49895/25 関学連第１回定例戦 学連OL 蓬莱 5/9

6/1 第25回東大ＯＬ大会 東大OLC 小田原市 4/30

6/1 京都ｶｯﾌﾟ第１戦 京都府OL協 京都市東山山 佐藤075-643-6495

山形２日間ＯＬ大会 山形OL協 形県 6/5 武石0237-43-51376/14,15

7/13 第12回島根県ｽﾎﾟﾚｸＯＬ大会 島根県OL協 島根県 6/19 堀江0852-27-1653

7/19 第2回加西ナイトＯＬ大会 加西OLC 加西市 7/12 井上0790-42-1174

8/2 KOLAナイトＯＬ大会 KOLA 岸和田市？ 寺田0724-43-4904

Ａｉｍｉｎｇ
４月は、色々とある異動の季節。今回は、とうとう僕（横田）が、１１年間勤務した

職場を離れて、信太中学校へ転勤となりました。２年の担任として赴任したら、なんと
永瀬君の甥っ子が、僕のクラスにいることが判明。世間って狭いですね 。(^_^;)
転勤を機に、１１年間持っていたサッカー部も一線から退き、１２年ぶりに『スキー

野外活動部』を復活させました。…今のところは、部員Ｏ人だけど。これで、大手を振
って部活動名目で 「オリエンテーリングに行ってくる」と妻に言えます＼ ／。ま、 (^_^)
、 、 、 。た 中学生を連れてうろうろすることになりますが みなさん よろしくお願いします




