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四季の郷パークオリエンテーリング大会  
2003年9月7日(日) 

久しぶりに参加したパークＯ。 
 
初心者説明や受付には 
人が群がっていました。 
 
公園なので、あちこちで行事していました。

スタートをする保氏と、スター地直前の僕。 

これが噂のウォーターコントロール 
 
直前に転んでいる人もいました。 
大丈夫かな？

表彰式です。 
 
前田さんと、ＫＯＬＡに新入会の藤田さんも 
表彰対象です。



日本マスターズ2003和歌山大会関連イベント 
四季の郷パークオリエンテーリング大会 

（兼パーク・Oツアーin関西第３戦） 
成績表(抜粋) 

2003年9月7日(日)晴れ 
MAｸﾗｽ  (12名)
　順位　お名前　　　　　　　所属　　　　　　　　　　　　　タイム
    1 奥村　理也            ウルトラクラブ                 21:48 
    2 高橋　大輔            都青果店                       24:40 
    3 大林　俊彦            うるしの会                     30:54 
    4 横田　実              KOLA                           31:32 

MSｸﾗｽ  (14名)
　順位　お名前　　　　　　　所属　　　　　　　　　　　　　タイム
    1 城森　博幸            ＯＬＰ兵庫                     22:29 
    2 寺嶋　一樹            朱雀ＯＫ                       24:05 
    3 平島俊次              京都ＯＬＣ                     24:06 
    8 寺田　保              KOLA                           33:41 

WAｸﾗｽ  (4名)
　順位　お名前　　　　　　　所属　　　　　　　　　　　　　タイム
    1 岩水加代子            大阪ＯＬＣ                     34:56 
    2 藤田　沙織            大阪市大OLC                    36:01 
    3 寺嶋　貴美江          朱雀ＯＫ                       43:39 
    4 川島みちこ            ＦＲＵＮ                       47:13 

Vｸﾗｽ  (11名)
　順位　お名前　　　　　　　所属　　　　　　　　　　　　　タイム
    1 尾上　俊雄           ＯＬＰ兵庫                     23:58 
    2 前田　春正           KOLA                           25:39 
    3 池田　辰雄           大阪ＯＬＣ                     31:19 

Bｸﾗｽ  (7名）
　順位　お名前　　　　　　　所属　　　　　　　　　　　　　タイム
    1 小比賀　少子          朱雀ＯＫ                       45:15 
    2 宮崎　耕造            オハナ                         53:52 
    3 佐藤　馨              大阪ＯＬＣ                     54:03 

グループ
一般  (7組)
　順位　代表者　　　　　　　所属　　　　　　　　　　　　　タイム
    1 坂口　和章            楠見中学校                     23:31 
    2 林　弘二              印南町                         29:17 
    3 林　弘                印南町                         35:12 

少年少女  (3組）
　順位　代表者　　　　　　　所属　　　　　　　　　　　　　タイム
    1 林　正弘              和歌山市                       51:04 
    2 楠見　陸              和歌山市                       52:00 
    3 留置　紗耶ほか2       和歌山市                       54:47 

家族  (7組)
　順位　代表者　　　　　　　所属　　　　　　　　　　　　　タイム
    1 川口　洋２            四条畷市                       16:27 
    2 浦田　秀亮３          和歌山市                       21:29 
    3 楠見　由里            和歌山市                       26:58 
    4 小松　宏隆            和歌山市                       35:24 
    5 山本　有喜子３        和歌山市                       35:25 
    6 中瀬　敦之            和歌山市                       46:53 
    7 宮西　関子            和歌山市                       47:21 



大阪市立大学 30 周年記念大会運営報告 
平山 友啓 

大阪市立大学では、オリエンテーリングクラブが設立されてから今年で 30
年を迎えました。それを記念して大会を開こうという話が出たのが一年と少

し前になります。その間、現役の部員に混じって地図調査や当日の大会運営

などを手伝わせてもらいました。 
大会を開くにあたって、テレインの開拓からニューマップの作成まで行った

のですが、特に地図の作成については調査経験者が少なくその経験者も OB
ばかりだったため十分な指導ができず、地図の精度に関してはお世辞にもう

まく出来たとはいえないものとなりました。それでも参加者の方に楽しんで

もらえるコースを提供しようとコースセッターは奮闘していたようです。 
公認大会と日程が被ったこともあり、大会が近づくにつれて、そもそも市大

の大会に来てくれる参加者はいるのだろうかという不安が募り、申し込み締

め切り前日の段階で申し込み人数が 16 名と知らされたときには不安が現実

になるのではと危惧しましたが、大会当日は天候にも恵まれ、80 名を超え

る参加者の方に来ていただけました。運営は小規模クラブ故に、1 回生や

OB も投入してなんとかしのいでいるという形でしたが、大きなトラブルも

なく無事終了することが出来ました。私自身は計センパートをしており、参

加者が集まっている場所とは離れたところで作業をしていたので、参加者の

みなさんと話をする機会もなく大会の雰囲気がつかめないまま終わってし

まったのですが、後で話を聞くといろいろと反省点があるものの、概ね皆さ

んに楽しんでいただけたようなので安心することができました。 
市大の現役部員にとって、普段の定例戦の運営とは違い単独の運営となるこ

とから、今まで以上の重圧があったと思いますが、その分大会が成功したと

きの喜びは大きかったと思います。また、この大会を通じて部員の結束を固

めることができたようなので、より一層の活躍を１人の OB として期待した

いと思います。 



◎Ｒｅｓｕｌｔのコーナー 

 
2003/9/6  京都府・滋賀県・兵庫県 合同セレクションat奥鹿野（三重県青山町） 
ＡＬ 4,200m/340m↑（31名） 
 1 金谷敏行(京都府協会) 0:46:21 
  中村貴史(大阪市大OLC) Ｐ３ 

ＡＭ 3,400m/240m↑ （16 名） 
 1  池田俊彦(つるまいOLC) 0:50:46 
12  藤田沙織(大阪市大OLC) 2:29:28 

 

 
2003/9/7  日本マスターズ2003和歌山大会関連イベント 

四季の郷パークＯＬ大会パークＯツアーin関西第３戦 at 四季の郷 

ＭＡ (12 名) 
 1 奥村理也(ウルトラ)  0:21:48 
 4 横田 実(ＫＯＬＡ)  0:31:32 
 

ＭＳ (14 名) 
 1 城森博幸(OLP兵庫)   0:22:29 
 8 寺田 保(ＫＯＬＡ)  0:33:41 

ＷＡ (4 名) 
 1 岩水加代子(大阪OLC)  0:34:56 
 2 藤田沙織(大阪市大OLC) 0:36:01 
 

Ｖ (11 名) 
 1 尾上俊雄(OLP兵庫)   0:23:58 
 2 前田春正(ＫＯＬＡ)  0:25:39 

 
 
2003/9/21  浜寺公園パークOat浜寺公園 

ＭＡ(16 名) 
                          時間   コリドア ポイント 
 1 城森博幸(OLP兵庫）    0:29:29  0:09:23  0:20:06 
 2 中村貴史(大阪市大OLC) 0:29:42  0:10:06  0:19:36 
11 前田春正(ＫＯＬＡ)    0:42:46  0:13:17  0:29:29 
12 寺田 保(ＫＯＬＡ)    0:44:54  0:14:30  0:30:24 

 
 
2003/9/23  大阪ＯＬＣ秋の練習会at淡海富士  

ＭＥ予選(47 名) 
 1 許田重治(京大ぞんび～ず)0:19:20 
30 中村貴史(大阪市大OLC)  0:34:21 

 

ＭＥ決勝 
 1 許田重治(京大ぞんび～ず)0:22:12 
10 中村貴史(大阪市大OLC)   0:29:09 

ＷＥ予選(26 名) 
 1 浅井千穂(京大ＯＬＣ)    0:23:31 
16 藤田沙織(大阪市大OLC)   0:43:03 

 

ＷＥ決勝 
 1 森澤寿里(大阪ＯＬＣ)    0:31:37 
 8 藤田沙織(大阪市大OLC)   0:38:27 

 

 
2003/9/28  大阪市立大学OLC３０周年記念大会at舞洲  

ＭＡ(53名) 

 1 高橋大輔(神戸大ＯＬＫ) 0:33:42 0:18:00 (3) 0:15:42 (1) 
13 永瀬真一(ＫＯＬＡ)     0:40:43  0:21:55(18) 0:18:48 (9) 
41 寺田 保(ＫＯＬＡ）    0:59:40  0:30:42(45) 0:28:58(40) 



◎テーマトークのコーナー⑥「コンビニエンスストア」 
 

編者：永瀬 
 

＜横田＞ 
 いつも利用する…といっても、やっぱり通勤途上にあるものが一番使いや
すい。転勤前は、外環状の「ファミリーマート」だったが、最近は松原付近の
「ローソン」である。利用するのは、主に立ち読み。月曜日はジャンプ、水曜
日はサンデーにマガジン，木曜日はヤンジャンにモーニング。その他の雑
誌も読ませて頂いています。  
 この２つを利用している理由が、他にもあります。ローソンは、まずカードが
使えること。今は各種のカードが使えますが、以前はＯＭＣだけで、これが
小銭を使わなくてもいいので、結構便利でした。ファミマは、ネット銀行を利
用しているので使っています。ファミマのＣＤでは手数料が無料なので、引
き出しに１０５円もかかる他のＣＤを使うのを避けるためです。いや～、コンビ
ニって本当に便利ですね。 

 
＜平山＞ 

 大学に行ってる時の昼食はほぼコンビニで調達してるのでかなり愛用して
ます。特に研究室の建物に近いセブンイレブンで買うことが多いです。TVで
やってましたが、セブンイレブンでは惣菜に力を入れてるらしいので、一回
食べてみようかなと思ってるのですが、ハンバーグだけで400円もするなど少
し高いので二の足を踏んでいます。もう少し安ければいいんですがねえ 

 
＜永瀬＞ 

 交替勤務にかわって、コンビニの利用頻度があがりました。（夜勤のときに
夜食が必要になるので） 通勤途上で、調達していることもあり、以下の条件
点が重要になります。 
 ①何パターン選択肢のある通勤ルートのルート上にある。 
 ②ルート上の左側にある。 
 ③ルート上にある最後のコンビニでないこと。（最後でなかったら困る！） 
 ④弁当（おにぎり）の在庫が十分にある。 
いくつかパターンのある通勤ルート上には、１０以上のコンビニがあり、当初
は、各コンビニを試してみたのですが、④の条件をみたしているのは３軒で、
全て、ローソンでした。そのうち、常に在庫が十分にあり、駐車場も広い２６号
線のローソンをもっぱら愛用しています。おにぎり弁当にプラスして高め（￥１
６０）の特選おにぎりを１つ追加するのがささやかな贅沢です。 
 私もセブンイレブンの弁当、惣菜が良いという認識があるのですが、近くの
セブンイレブンは、いつも、弁当が売り切れです。おにぎりが数個残っている
だけで、役に立ちません。 
  

 次回のテーマは、「読書」です。よく読む本（分野、作家）。おすすめの本などを語って下
さい。 



第１９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！。

内容はただ今、色々と検討しています。来てのお楽み？。

【 開催日 】２００４年１月３日（土）

【集合場所】大阪府和泉市　光明池駅よりテープ誘導　（新檜尾公園北側）

【　交通　】泉北高速鉄道「光明駅」駅より

　　　　　　［駐車場：光明池駅周辺に有料駐車場あり］

　　　　　　　　　　　※　詳細未定　後日ＫＯＬＡウェブサイトにて　※

【受付時間】９：３０～１１：００

【競技形式】ポイント－Ｏ　＋α

【使用地図】ＫＯＬＡ作成　新春限定ニューマップ　『光明池』

【 クラス 】MA（上級男子）、MAS(男子上級ショート・WA相当)、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://www63.tok2.com/home2/kola/

【申込締切】２００３年１２月１９日（金）

以下の人は、事前申し込みをすれば今回無料です。

　　２００３年新春KOLA杯優勝者　…　中村　貴史，吉岡　康子

　　２００３年ナイト－Ｏ優勝者　…　小林　康浩，藤田　沙織

　　永年招待者　　　　　　　　　…　佐藤　政明



ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 

2003/10/18 パークOin関西第4戦 [京都.宇治] 

2003/10/19 [E]第13回京大OL大会オンライン申込 [京都.大山崎町・長岡京市] 

2003/10/19 第6回小松市民スポレク祭大会 [石川.小松] 

2003/10/19 第5回スコラ高原大会 [広島.神石町] 

2003/10/26 第1回岡崎市民大会 [愛知.岡崎] 

2003/10/26 第29回宝塚市民OL大会 [兵庫.宝塚] 

2003/11/2 旭高原OL大会(愛知スポレク) [愛知.旭町] 

2003/11/2 スポレク香川2003大会 [香川.善通寺] 

2003/11/3 朝日・大阪府大会 [大阪.豊中] 

2003/11/9 ならスポーツフェスティバル21 [奈良.奈良] 

2003/11/9 京都カップ第2戦 [京都.京都] 

2003/11/15-16 インカレショート＆一般併設大会 [栃木.矢板市ほか] 

2003/11/30 オリエンテーリング下山大会兼関東学生選手権兼関西学生選手権

2003/12/7 第20回ウェスタンカップリレー大会オンライン申込 [奈良.桜井] 

2003/12/14 第34回真備町大会 [岡山.真備町] 

2003/12/14 2003年度関西学連第3回定例戦兼新人戦 [奈良.生駒] 

2003/12/21 関西パークO奈良 [奈良.奈良] 

2004/1/3 KOLA新春大会 [大阪.岸和田] 

………………………………………………………………………………………………

新入部員紹介［自己紹介］
　このたび岸和田オリエンテーリング協会に入会しました大阪市立大学４年生の

中村貴史といいます。早いもので今年が最後のインカレを迎えることとなりまし

たが、来年以降もオリエンを続けていきたいので、１回生の頃から新春大会など

でお世話になっているＫＯＬＡに入会しようと思いました。趣味は、阪神の応援

やアウトドア（魚釣り）でしたが、最近はオリエン三昧です。

来年あたりは、のんびり登山でもしたいなぁと思っています。来年からはインカ

レという目標が無くなり、モチベーションが低くなりそうなので、ＫＯＬＡクラ

ブカップ完走という目標を持ってやっていきたいと思います。

今後ともよろしくお願いします。




