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第１４回 朝日・大阪府オリエンテーリング大会 

2003 年 11 月 3 日(月) in 服部緑地 

天候が危ぶまれた３日。御堂筋では阪神の優勝パレ

ード。なんとか受付までは雨は降っていなかったのだ

が、スタート時刻になると、本降りになってしまった。 

 それでも、多くの方が参加してくださりありがとうござ

いました。 

いよいよ雨の中

のスタート。傘を使ったグループ，カッパを着ている人，

雨をものともせず走っている人…。初心者説明を聞い

た後、スタート枠から出発。しかし、初心者は、どの方

向に進んだらいいか、初めから右往左往。足下も滑

りやすいし、大変でしたね。コントロールは、見つけや

すかったですか。 

 最後のコントロールを取った後は、テープ誘導だっ

たのですが、その意味すらわかりにくかったのか、ゴ

ールではなく、受付会場に戻ってくる人がちらほら。 

ゴール後、計算センターでクラスの確認が手間取ってしまって表彰が少々手間取ってしまい

ましたが、なん

とか無事終了す

ることができま

した。これにこり

ず、またご参加

下さいね。 

 



この成績は、１３時現在の速報を元に作られています。後日、正式なものを掲載します。この

成績と変更がある可能性がありますが、ご了承下さい。 

ＭＡ 

1 小林 康浩 ３８分３９秒   

2 城森 博幸 ４４分１２秒   

3 川前 紀尚 ４５分２２秒   

4 谷村 正樹 ４７分５３秒   

5 永田 実 ４９分４０秒   

6 大林 俊彦 ４９分５２秒   

7 辻村 修 ５６分１５秒   

8 野沢 建夫 ５６分５４秒   

9 富坂 功 ５９分２３秒   

10 宮本 和仁 １時間３分１３秒   

11 阪本 博 １時間７分５１秒   

12 島田 浩治 １時間１６分３６秒   

13 石川 清一 １時間３０分３２秒   

14 香嶋 宏信 ２時間１１分９秒   

ＭＢ 

1 天野 善美 ３１分２７秒   

2 石井 博昭 ３１分５０秒   

3 川口 洋 ４０分３７秒   

4 尾仲 敏也 ４７分１６秒   

5 亀田 藤樹 １時間７分８秒   

6 藤井 貫太郎 １時間８分２１秒   

7 津田 浩伸 １時間１２分１２秒   

8 中西 傑 １時間１４分８秒   

9 道本 孝治 １時間１５分９秒   

10 鈴木 正人 １時間１６分６秒   

        

ＷＡＢ 

1 辻村 紀子 ５７分１９秒   



2 大木 恵理子 １時間４２分２秒   

家族組 

1 月尾 敏昭 ３６分５０秒   

2 山岸 夏樹 ４９分２０秒   

3 金平 高政 ５１分１５秒   

4 竹内 淳 ５７分１０秒   

5 
竹内 蓮・春美 他１

名 
１時間５分２９秒   

6 有本 浩二 １時間６分２６秒   

7 高橋 潤 １時間１０分１５秒   

8 保木 敏雄 １時間１９分５４秒   

9 横山 勝   Ｐ７？ 

        

男子組 

1 月尾 浩之 ３４分１２秒   

2 
藤本 佳完・西本 大

夢 
５６分３８秒   

3 信末 俊平 １時間１分１９秒   

女子組 

1 秋山 庸子 ５２分３９秒   

2 長崎 江子 １時間２１分１０秒 Ｐ７ 

混合組 

1 小菅 蓉子 ２７分２６秒   

2 小田 幸恵 ３６分０秒   

3 小沢 忠司 ４６分５８秒   

4 阪本 良紀 ４７分２０秒   

5 米田 正明 ４９分０秒   

6 船井 隆 ５３分４６秒   

7 渡辺 佐和子 ５４分４９秒   

8 森本 忠義 ５５分２４秒   

9 石川 美栄子 ５７分２６秒   

10 加藤 幸雄 ５８分５５秒   



11 白岩 ５９分１０秒   

12 輪玉 日出夫 １時間０分２０秒   

13 名口 高司 他２名 １時間３分８秒   

14 田代 勝重 １時間４分２５秒   

15 木田 司郎 １時間８分２９秒   

16 孝橋 勇 １時間１１分１０秒   

17 額田 未雄 １時間１３分４０秒   

18 野村 一好 １時間２０分４９秒   

19 國本 忠男 １時間２６分４６秒   

  藤田 篤 １時間４１分５３秒 Ｐ４ 

  岩永 富子 ２時間３２分０秒 Ｐ１ 

中学生組 

1 吉田 裕亮 他１名 ５３分１８秒   

2 古賀 龍太 他３名 ５６分５９秒   

小学生個人 

  武田 拓海 ２時間４分４０秒 Ｐ４ 

  山崎 圭太 １時間５９分４０秒 Ｐ５ 

  時川 大佑   コントロールカード紛失 

 

 



２００３年１０月１１日 東日本オリエンテーリング大会へ出発
   寺田 保  

 ７時自宅を出発、 近畿自動車道、 松原で渋滞開始、 阪奈自動車道も混み
合う。   
 名古屋、 東名～中央道入口までまたも渋滞中、 駒ヶ根サービスエリア に
いるが大混雑で駐車スペース もなく先へ進む。  1:00頃諏訪湖を通過、 長
野自動車道に入り松本ICを出て松本城へ、 車を駐車場に入れまずは遅めの
昼食、 松本城と資料館を見学。   
ビーナスライン で美ヶ原へ、 途中紅葉も始まり
緑と黄色のコントラストが特に綺麗だった。 高
原の絶景を満喫。 ゆっくりしていたいが、 今日
の旅館をカーナビ 設定すると６：３０着、 この
カーナビ は道を間違っても、 間違いと言ってく
れない。 カーナビ を信じるか道路標識通りとい
っても経由する地名が分からない、 とにかく時
間がない。 諏訪湖を目指して先を急ぐ。 再び中央道で宿に近い須玉ICをめ
ざす、 須玉渋滞と案内掲示出てた、 カーナビ は一つ手前の長坂ICを出ろと
指示、 とにかく急ぐためカーナビ に従うしかないと観念する。 曲がりくね
った山深い道が続く、 増富ラジュウム温泉が今夜の宿、 何軒かの旅館以外
何もないところ。  ５：３０頃携帯で遅くなると連絡したところ、   
６：００から食事が始まってますのでお早くどうぞと、 夕食の時間も決ま
っているらしい。 ６：１５旅館到着。   
 早々に食事を済ませ温泉に行く、 浴槽に足を入れようとしたら冷たい、
別の暖かい浴槽でしばらく暖まって冷たい浴槽へ、 じいっと静かに浸かっ
ていると冷たくなくラジュウムが効くらしい。  後で身体がほかほかして
きました。   
   
 第29回東日本オリエンテーリング 大会、 2003.10.12(SUN) 一時小粒雨  
みずがきの森（トリム用の地図名）、 我がキミ子さん初めての一人でのス
コアオリエンテーリング 。 写真はスタート 直前地図が事前に配られ、 地図
に見入っているところとスタート の合図で全員が周囲に散らばっていくと
ころ。   

 



  紅葉に染まった低木の植え込みと、
白樺の林の中に消えていくトリム参加者
達。   
  一般組、 一人で参加し、 参加者中最
後に名前が掲示されていた。 全２０コン
トロール 中、 ８コントロール 制覇で１４
０得点でした。   
 小さな子供さんを連れた女性の方とお
しゃべりをしながら、 一緒に回っていた
という事で、 本人はとても満足でした。  
 
  秩父多摩甲斐国立公園内、「 瑞牆(みずがき)の森」 会場は森深い所にあ
り、 広い駐車場に案内される、 その一段上にバスの駐車場、 さらに一段上
に芝生のメイン会場、 参加者テント本部テントがならぶ。   
 会場に雨よけテントを張っていると、 前田氏が手伝ってくれ、 豊中の黒
木さん、 佐藤さん（写真右）、 浦野さん（写真左）、 中田夫妻などが集ま
ってきてくれた。   
 スタート 地点は会場内の駐車場横なので気持ちの切替もない内にスター
ト。 道の曲がりを森へ直進し尾根つたいしばらくの所で右の川へ落ちる、
茂みの中でコントロール が上から見えない、 その頃には次発の尾上さんが
近づいてきて１番を取って先に消えていった。   
 ２番へは、 小川、 沢、 平地を少し行き
ピーク のある沢の奥、 ３番へは川へ出て
川沿いに川底に下りずにコンタリング、
尾根の先にあった。 ４、 ５番はテラス状
の台地の西と南を下がった所、 ６番へは
救護所で水を一杯もらい、 先の道路へ通
行禁止の道に入り込みまいもどり、 ダラ
ダラとした道を登り、 右小径から小径曲
がりの沢を登り６番、 先ほどの小径に出
て小径の曲がりから水系に沿った７番、
直進で８番、 ９番へは６番とクロスして元の道を行く、 道の曲がりから９
番崖へ。 給水所で一杯、 道路を横断し遊歩道へ、 少し気がゆるみ前走者に
ついていくと銘々が違うところに、 みんなが左に行くが、 おや違うぞ思い
足を止めてしまった、 やはり右へ曲がった先にあった。 １１番は先ほどの
左方向。   
 １２番岩は遊歩道の選択の問題、 うかつに走ると難しくなる。 １３番へ
は一度会場を見下ろしさらに遊歩道を登る、 三叉路と思って登っていたが
なぜか十字路一つ右の道を登っていたのだ、 １３番岩へ直進。 １４番へは
愛場さんについていき、 近くの岩まで行ったのに現地を見失い行き過ぎと
思いこみ舞い戻った、 それが分かるまでに時間を費やし大失敗。  最後の
１５番は会場のなか。 ゴールレーン は会場芝生広場へ滑り込む。   
 テントでみんなの荷物を預かっていたが、 帰りを急ぐためテントを畳ん
でお先に失礼しみんなに悪いことをしました。   
 会場で農産物やリンゴを買って帰路に就く。  



大会参加報告（１０月）  

                                 前田  

  ８月叔母が亡くなって以来あとかた付け等でＯＬ回数減  

 でも豊コラ合宿（ぎっくり腰）京滋セレ、 パーク Ｏ和歌山、  

 浜寺パーク Ｏと合間を利用して参加、 行事片付けも９月末で終わった。 

 そして１０月分の参加、 記録はリザルト掲載なので弁解記を！  

     

１０／５  学連第２回大会 箕面Ⅱ ＭＡＳ ４０３０ｍ  

    箕面のアップのきついコース 、 ⑩の尾根を確認できず２２：12

これでギブアップ。  

１０／１２ 東日本  瑞牆の森  Ｍ５５Ａ ４１５０ｍ  

 特に大きなミスも無かったが、 巡航スピード が遅い。  

ラスポからゴール は風是の悪戯でテープ が進行を妨げ、 ラップ  

最低。  

１０／１３ １０人リレー  瑞牆の森  ５４５０ｍ  

なぜかアンカー になり、（ 一番年が若かった）、 ウム寸前でス

タート 、 この頃雨は本降り、 １時間で帰れるはず無く、 大幅ショ

ートカット 、 ①～⑤へここで大失敗をしているが内容はコンター

ズ会報で、 ビジュアルの⑨をとり、 もう少しがんばろうと思った

が、 何しろ大雨、 ラスポをとってゴール した。 記録は５７：４３

でした。  

１０／１８  パーク Ｏ京都  太陽が丘２  １７３０ｍ  

パーク Ｏは一箇所のミスでもそれで終り、 今回も⑧で４分もか

かった、 それは距離ミスでした。  

１０／１９  京大大会  決戦天王山   ３７８０ｍ  

平均巡航速度が遅い、 やっぱり鍛錬しなくては  

大会参加が練習ではだめか！天王山も微地形で大変だった  

 

   １１月、 １２月も大会参加で頑張ります。  

 

                            以上  

 



◎テーマトークのコーナー⑦「読書」 
編者：永瀬 

＜前田＞ 
私は、内田康夫の浅見光彦シリーズの大ファンで全巻、読んでいます。以前

は金岡の図書館で借りていましたが、最近は出版の頻度が少ないので単行本が
新書版になったときに買っています。新書は単行本の半額程度ですから。内容
はワンパターンと思っていますが、読みやすく楽しんでいます。 

＜横田＞ 
僕が強烈に心に残っている本は、あの「銀河英雄伝説」です。田中芳樹氏

原作で、アニメにもなりましたが、やっぱり本で読むのが一番ですね。 
ラインハルトとヤンという個性的な主人公はもとより、多彩な登場人物が素晴ら

しい。そして、その内容はというと、完全なスペースオペラなんだけど、政治的な
葛藤が随所にあらわれるのが、なんとも今の政治と重なって興味深い。腐敗した
民主主義（同盟）に後押しされるヤン、清冽なカリスマで（帝国を）自ら率いるライ
ンハルト。両者がその人生の拠り所とするものは余りにも対照的である。そして物
語を通して二人の立場から、腐敗した民主主義と、清冽な独裁政治の対比が行
われる。人類は中世以降、専制的な政治体制を放棄し、不完全なことは承知しな
がらも民主主義という道具を手に入れた。しかし、この不完全な道具は扱いが難
しく、ともすれば、一見完全なものに見えがちな独裁政治に人類は全てを委ねか
ねない。 

物語の中では、同盟の政治家は選挙を第一義に考え、そのために兵を動
かす。圧政を敷く帝国を打倒するという大義名分のもとに。しかしその実帝国
では、以前までは旧来の貴族の門閥政治が続いていたが、ラインハルトの権
力が高まるに連れ、その影響力で腐敗は一掃されようとし、清冽なる独裁政治
が敷かれようとしている。不完全な民主主義と、その時点においては完全に見
える専制。人類はどちらを選択するのか。 

う～ん、今回の選挙で、日本はどうなるかな…なんかスケールが小さいけど。 

＜平山＞ 
最近の若者らしくずっと読書はしてなかったのですが、今年に入って少し時間

にゆとりができたので(といっても今はそんなに余裕がありませんが)暇つぶしに何
冊か読みました。その中で一番面白いと思ったのが、一昔前に流行った「永遠の
仔」という本です。上下巻に分かれているので読み応えがあるし、奥の深い話に
なっているのでお奨めです。 

＜永瀬＞ 
乱読派（なんでもあり）でしたが、ここ数年、遺憾ながら激変してしまいました。

分析してみると、学生時代は時間があった。（特に、大学時代は公共の図書館に
も恵まれていた。） 就職後は、長めの通勤時間を活用していた。 製造所へ転
勤後、通勤時間の短縮、さらに交替勤務時は、車通勤ということで、通勤時間を
読書に活用できていない状況です。自宅での読書の時間は、インターネットに押
され気味であります。テキストサイトが好きなので、文字を読む量は減っていない
ようです。 

   
 次回のテーマは、「年賀状」です。こだわり、思い出などを語って下さい。 



新入会員の２人です！ 
 

中村くんが勧誘してくれた「 河内谷名保

子」 さん，「 松田ヤエ」 さんから入会希望

のメール が来ました。 早速、 承認しました

ので、 みなさん、 よろしくお願いします。 

 

お二人には、以前確認した特典を入部の条

件として付けておきました＼(^_^)／ 

 

               この写真に２人とも写っているはずですが… 

 

【河内谷名保子さんの自己紹介】 

大阪外国語大学４年の河内谷名保子(かわちやなほこ）と申します。  

もうすぐ卒業ということもあり、ＫＯＬＡ に入れればなぁと思っていました。  

実家は泉佐野で岸和田高校に通っていたので、 とても身近に感じていました。  

ＫＯＬＡの大会には昨年、 今年のナイトＯに参加させていただきました。  

覚えておられるでしょうか。  

突然入会のメール を差し上げ、 面識がないのでびっくりされていると思います。  

オリエンテーリング は下手の横好きという感じで心苦しいですが宜しくお願いし

ます。  

  〒562-0024  箕面市粟生新家  昭和 56 年 4 月 21 日生まれ 

 

【松田ヤエさんの自己紹介】 

こんにちは。 大阪外国語大学 4 回生の松田と申します。 入会させていただきたいと

思い、 メール を差し上げました。  

  〒562-0022  大阪府箕面市粟生間谷東  1981 年 8 月 19 日生まれ 

 

よろしくお願いします。  

 



ユニバーサルジャパン初体験記

先日娘夫婦に誘われてUSJに行って来た。
秋の行楽シーズンなので混雑が予想される。で、いつものように早い目に家を出る。

8時頃高速を降りる、早過ぎたかと思いきゃ、駐車場は4列目。
ゲートには早くも行列が！娘に連絡を取ると「もうすぐ高速に入る」と言う返事。
とりあえず席の最後尾へ並ぶ。

9特からと思っていたのに8時半過ぎに門が開く、列が進む、娘たちは来ない。
「待ち人が来ないので」と3～4組の人に譲った頃に娘夫婦到着。
「入ったら私はETのスペシャルチケットを取りに走るから、お父さん達はセサミ
ストリートで並んどいて」と言い残して脱兎のごとく駆けて行く。
訳が分からないままに娘の旦那と孫と女房の4人でセサミのアトラクションに並ぶ
が既に60分待ちの表示。

“こんなんやから、こういう人の多い所へはあまり来たくないんや”と心の中でつ
ぶやくも口には出せない。
昔、万博に従兄弟と一緒に行ったことがある、入場券を買って入ったまでは良かっ
たのだが見たいパビリオンは長蛇の列。
結局、一番すいている所を1カ所だけ見て、1時間ほどで帰ったことがある。
そんな記憶が蘇ってきた。

でも今回は孫が側に居る、朝早く起こされたので来たときはご機嫌斜めだったが、
徐々に雰囲気に溶け込んで笑顔になってきた。
孫と話をしていると60分位はあっと言う間に経ってしまう。
娘も合流していよいよ中へ「お父さんここは4Dやで、この眼鏡をかけて画面を見
るんやで」と娘。
「飛び出す画面やったら3Dちゃうんか？」と小生。

上映されて謎が解けた、水のシーンではしぶきが顔にかかる、シャボン玉のシーン
ではシャボン玉が上から落ちてくる、汚いシーンではくさい臭いもしたらしい（小
生は鼻音痴なのでよく分からなかったが）シーンに応じて席が振動したりと、それ
で4Dかと納得。

色んな物が画面から目の前に迫る、前列の人が思わず身をかわす、其の様子がおか
しい。でもひょっとしたら小生も後ろの人に笑われていたのかも？
その後ETでは名前を読んでくれたり（小生は気が付かず）、バックドラフトでは

火の勢いに圧倒され、ウオーターワールドでは水をかけられてる人を見て笑い。
迫力あるアクションと爆発音の大音響に驚き。
通りではハロウィンのショーがあり、スタントマンのコント（当人達はコントでは
ないと言い張っていたが）ありと、これでもかこれでもかと畳み掛けるように繰り
広げられるアトラクションに超満足の1日でした。
ハロウィンと言うことでカボチャのケースに入れたポップコーンの売り場があちこ
ちに有り、どの売り場も10m以上の行列になっていた。

娘夫婦と孫が一緒だったのでアトラクション巡りになってしまったが、古い時代の
祷並も再現されており、今度は女房と二人でそういう所を散策に来ても良いかな七
思う。
誘ってくれた娘夫婦に感謝。

えす・えぬ

－Iトー・・



ＯＬカレンダー 
※ このカレンダーはウェブサイト『森を走ろう！』の検索機能を使った物を元に作成しています。※ 

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]  

2003/11/15-16 [E]インカレショート  []  

2003/11/15 高原山麓 OL フェスティバル 2003 １日目 []  

2003/11/16 高原山麓 OL フェスティバル 2003 ２日目 []  

2003/11/16 第 6 回美・遊・知・ふるさと OL 大会 [福島.安達郡]  

2003/11/16 えひめスポレク OL 大会 [愛媛.]  

2003/11/23 [公認]全日本リレー OL 大会 [茨城.那珂町]  

2003/11/23 那珂 OL 大会 [茨城.那珂町]  

2003/11/29 横浜 OL11 月練習会 [神奈川.相模原]  

2003/11/30 彩の森入間公園パーク O 大会 [埼玉.入間]  

2003/12/1 (予定)もみの木森林公園大会 [広島.]  

2003/12/5-7 オリエンテーリングインストラクター 講習会 [群馬.勢多郡]  

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]  

2003/12/7 横浜市レク協 OL 教室＆ミニ大会 [神奈川.横浜]  

2003/12/7 第 15 回東工大 OLT 杯 [茨城.水戸]  

2003/12/14 つくば大学リレー OL 大会オンライン申込 [茨城.石岡市他]  

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

2003/12/20 横浜 OL12 月練習会 [神奈川.横浜]  

2003/12/21 関西パーク O 奈良 [奈良.奈良]  

2003/12/21 ASK 大会 [愛知.小牧]  

2003/12/27-29 SKI-O 年末合宿 [山形.蔵王]  

2004/1/1 第 28 回元朝 OL 大会 [神奈川.横浜]  

2004/1/3 第 19 回 KOLA 新春 OL 大会 [大阪.和泉]  

2005/8/6-15 世界選手権 [愛知.] 

 

Ａｉｍｉｎｇ 
今年に入って、新入会員が４人もあり、ＫＯＬＡも久々に活気づいて参りました。

ただ今、新入会員特別特典実施中！。入会希望の方は、是非ご連絡ください。 

 


