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“半死戦”と酷評高い市阪戦。
今回も５時間設定のＭＥク
ラス。それとは逆に、初の山
でのＯＬ参加となった中学
生たちは、Ｎクラスでも３時
間の格闘に。 
 

■雨が降らずに■ 
うっとうしい天気だったが、心配さ

れた雨も降らず、なかなか楽しい大会
になったようですね。…というのも、
僕自身は、生徒を引率して会場まで来
たものの、息子２人（小１と１歳）を
連れてきていたため、Ｎクラスにも参
加するのを断念し、体育館付近でうろ
うろする羽目になってしまった。 

 

■Ｎクラスへの参加だけど■ 
久しぶりに復活した僕が顧問として

率いる野外活動部。これで部活動を名
目としてオリエンテーリングに大手を
振って参加できる…と喜んでいるのだ
が、妻は少々不機嫌。時々ご機嫌をと
るために息子の子守りなどをするのだ
が、今回のように２人いっぺんに面倒
を見るということになれば、歩くのも
おぼつかない。残念ながら、僕自身の
参加は今回を見送り。引率してきた生
徒５人が、初めて山でのＯＬで山に挑
戦しました。前回は、舞洲での参加で
公園内だったので心配はなかったので
すが、今回はひやひやもので送り出し
ました。 

出発して２時間。Ｎクラスなら１時
間程度と考えていたのだが。やっと返
ってきたのは、１人。しばらくして３
人がそろって返ってくるが、まだＳＩ
を持ったままでゴールをしていないと
のこと。そして最後の一人は３時間を
過ぎていた。結局、きちんと回れたの
は１人だけでした。 

 

■なんで直線？■ 
今回、生徒たちが参加したコースは

Ｎ。道沿いに行けば比較的簡単に見つ
かるはずなのですが、それは初めての
山でのＯＬ。なぜか最上級クラス並み
にハードなものとなったようです。 

原因は、コンパスを使っての直進を
前回の舞洲パークＯでしたため、山の
中でも、同じようにしようとたこと。
完走出来たのは一人だけ。他は３人で
回ったのですが、３人は直進をしてし
まい、沢を下ってしまい、47 から 62
に行かなければならないのに46方向に
迷ってしまいました。岡口くんも 47 か
ら逆方向に。神田くんはなんとか北の
舗装道路に出て58から62に到達して、
なんとか見つけることが出来たようで
す。 

山でのオリエンテーリングは、それ
こそサバイバル。地図の情報をしっか
りと読み取って、出来るだけ安全なル
ートを見つける事が大切です。時間が
あれば、もう一度回って、復習をして
みたかったですね。 

 
http://www.geocities.jp/shihansen24th/ 

（横田実） 
 

 参加したのは生徒だけ… 大会報告 
ＫＯＬＡ 
横田実 

 ２００４年５月３０日 第２４回市阪戦（箕面市） 

1 真壁浩之 3:29:41 阪大OLC
2 馬場政志 4:36:07 阪大OLC
3 古川康之 4:36:54 阪大OLC

1 藤田沙織 3:05:49 市大OLC

1 松澤俊行 2:07:24 愛知教育大学
2 西尾信寛 2:15:35 朱雀ＯＫ
3 小林康浩 2:23:01 大阪OLC

1 桑野文 1:59:31 京都橘女子大OLC
2 塚八ゆかり 2:26:25 京都橘女子大OLC
3 藤原麻理 2:29:49 久野先生と早脱

1 水野恵 1:57:42 奈良女ＯＬＣ
2 長瀬朋子 2:00:07 つるまいOLC
3 小林真弓 2:06:58 本物のマウンテ

1 金枝敏克 1:31:00 神戸大OLK
2 伊藤哲夫 1:33:21 松阪ＯＬＣ
3 藤原成文 1:34:20 うるしの会

1 能勢晃司 1:12:39 京大ＯＬＣ
2 辻村修 1:13:22 コンターズ
3 田中紀十一 1:16:29 大阪OLC

1 村上尭 1:00:22 神戸大OLK
2 小嶋裕 1:06:15 大阪OLC
3 凪拓史 1:08:41 大阪外大OLK

1 荻野宏美 1:22:39 京女OLC
2 福田早友里 1:28:53 ＲＯＬＡ
3 小島裕実 1:29:02 ＲＯＬＡ

1 竹内浩 1:28:57 杉風会
2 入江早紀 2:03:18 京女OLC
3 五百倉大輔 2:08:48 個人参加

1 鄭昌吉 1:01:52 個人参加
2 小泉俊朗 1:42:18 立命館大学

1 板谷祐樹 1:18:09 個人参加
2 神田凌佑 2:06:11 信太中学校

?ＭＢ - 3320m

ＷＢ - 3320m

Ｇ１ - 3320m

Ｇ２ - 2430m

ＷＥ－Ｏ - 6280m

ＷＡ - 3490m
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ＭＡＳ - 3490m

ＭＥ - 9310m

ＷＥ - 6280m

Ｎ - 2430m

ＭＥ－Ｏ - 9310m
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天気予報では雨でしたが、な
んとかもった大阪城大会。ス
コア－Ｏで、蒸し暑い中を全
力疾走？？ 

■蒸し暑いぞ■ 
四国までは先週に梅雨入り宣言はい

たものの、それから晴れの日が続いて
拍子抜け。関西はまだ宣言していなく
て、面目躍如というところか。この６
日からの雨で宣言しようとする所なん
だろうが、朝方の雨や、天気予報に反
して、日中は良い天気でした。参加者
も 50 名近くあり、ほっとするところで
す。 

 

■走り回った大阪城■ 
今回は、全国一斉大会と銘打って出

来た大会の第５回目。去年は残念なが
ら大阪大会は中止としてしまいました
が、今回はなんとか開催できました。 

受付会場をいつも府委員会の本部と
なっている青少年センターの入り口と
して、スタートを大阪城内に持って行
くという形式にしていました。 

今回はスコア－Ｏで、全部で２３個
のコントロールがありました。得点は
１０・２０・３０・５０点の４段階。
どう回るかがポイントになりますが、
走力があれば全て回ることも可能。個
人男子参加者は、やはりほとんどが全
部のコントロールを回ってきていたの
はさすがですね。 

僕は、時計回りでなんとか一筆書き
になるように走り回っていました。デ
ジカメを持って走って、途中で出会っ
た参加者の様子も撮っていたのですが、
それとタイムとは、あまり関係がない
ような気がします(^_^;)。先週の箕面
とは違って、ほぼ平坦な道走り。問題
は、途中にある青テントですが、トラ
ブルもなく無事通過できたようですね。 

 
 

■全国一斉大会とは？■ 
全国的な普及を当て込んで始めた

「全国一斉大会」ですが、結局、思っ
ていたほどの普及には至らず、ＪＯＣ
も中心からは降りてしまって、地方の
状況に任せっきりという感じになって
しまいましたね。これでいいのでしょ
うか。もっと良い方法はないのでしょ
うか。以前大阪では、３つの会場を作
ってやったこともありまが、これも宣
伝が行き渡っていず、少数の参加者に
とどまってしまいました。でも、もっ
ときっちりと宣伝していればという気
持ちもあります。 

まったくの初心者が時間をかけて山
の中までオリエンテーリングをしにく
るとは思えません。すぐ近くの公園で
安い参加費で何度かやってみて、やっ
と色々出かけてみようと言う気になる
のではないでしょうか。来年度以降、
もし「全国一斉」とするのなら、全国
の地域クラブがおのおので「簡単・安
い・近い」大会を開いて開拓をしてみ
てはどうでしょうか。せっかくの良い
企画なんだから、お金をかけずにやる
方法も考えてみたいものですね。 

 
http://www63.tok2.com/home2/kola/ fu/ 

（横田実） 
 

もうすぐ梅雨。蒸し暑い大阪城 大会報告 
ＫＯＬＡ 
横田実 

 ２００４年６月６日 全国一斉大会（大阪府大阪城公園） 

順位 男子個人 時間 得点
1 吉田武生 41分35秒 500
2 谷村正樹 42分54秒 500
3 横田実 45分00秒 500
4 小比賀健司 51分21秒 500
5 相澤泰隆 52分57秒 500
6 城森博幸 54分44秒 500
7 板谷日出男 55分43秒 500
8 大平洋介 57分32秒 500
9 池田辰雄 59分18秒 490

10 石原孝彦 58分14秒 420
11 藤井豊 １時間7分27秒 350

順位 初心者 時間 得点
1 木村昌盛 59分42秒 480
2 赤井雄星 1時間3分3秒 391
3 清水美香 58分41秒 330
4 中亮介 49分50秒 310
5 河井勇樹 49分50秒 310
6 岡口一生 49分51秒 310
7 山田凱 49分51秒 310
8 清水天志 1時間6分14秒 262
9 板谷祐樹 59分47秒 250

順位 女子個人 時間 得点
1 藤田沙織 1時間7分40秒 454
2 清水裕美 58分20秒 340
3 小比賀少子 1時間2分23秒 311
4 池田富子 58分59秒 300
5 堤多香子 53分07秒 290
6 市川裕子 56分08秒 290
7 大木恵理子 56分08秒 190

順位 男子組 時間 得点
1 井崎直人・福西尾之 59分9秒 250

順位 女子組 時間 得点
1 遠藤加代子３人 52分36秒 120
2 細川隆子３人 59分45秒 110

順位 混合 時間 得点
1 小田幸恵２人 1時間5分17秒 468
2 堀川　洋治 1時間14分46秒 171

順位 家族 時間 得点
1 川口長・洋 55分44秒 480
2 小田博則　 1時間08分14秒 310
3 石原　２人 1時間02分21秒 230
4 樋江井武彦２人 59分42秒 180
5 板谷さとし・美穂・梨子 1時間15分14秒 88



◎Ｒｅｓｕｌｔのコーナー 

2004/5/2愛知OLC30周年記念深山の森OL大会at深山の森（岐阜県多治見市） 

Ｍ５０Ａ(出走15名) 
 1 大塚 校市(千葉ＯＬＫ)  0:50:24 
 8 前田 春正(ＫＯＬＡ)   1:17:19 
13 寺田 保 (ＫＯＬＡ)   1:49:47 

 

2004/5/3第10回根の上高原つつじまつり大会at根の上高原（岐阜県中津川市、恵那市） 

男子中級(出走19名) 
 1 辻村 修 (コンターズ) 0:48:10 
 2 前田 春正(ＫＯＬＡ)  0:54:57  

 

2004/5/4GoldenChallengeオリエンテーリング額田大会兼愛知県民大会at切山 

Ｍ５０(出走24名) 
 1 新家 秀男(中京ＯＣ)    1:05:49 
14 前田 春正(ＫＯＬＡ)   1:58:52 
 

2004/5/9 2004年度京都カップオリエンテーリング大会第１戦atきぬかけの路（京都市） 

ＭＡ(出走23名) 
 1 大西 康平(ぞんびーず)  0:42:58 
 7 中村 貴史(大阪市大OLC)  0:57:56 

ＭＶ（出走15名） 
 1 伊藤 哲夫(松阪ＯＬＣ)  0:38:49 
 8 前田 春正 (ＫＯＬＡ)  1:07:52 

 

2004/5/16 2004年度関西学連第一回定例戦at蓬莱玉枝（滋賀県志賀町） 

ＭＡＳ(出走14名) 
 1 伊藤 哲夫(松阪ＯＬＣ)  1:05:27 
 6 永瀬 真一(ＫＯＬＡ)   1:33:03 
 

2004/5/23パークＯツアーin関西2004年度第２戦和歌山大会at海南市わんぱく公園 

ＭＡ(出走12名) 
 1 土屋 周史(京都市)    0:23:19 
 3 中村 貴史(大阪市大OLC)  0:25:26 
ＭＶ(出走2名) 
 1 磯部 貞夫(ＯＬＰ兵庫)  0:43:29 
 2 寺田 保 (ＫＯＬＡ)   0:46:34 

ＷＡ(出走4名) 
 1 松本知佐子(T･Zebra)    0:39:47 
 3 藤田 沙織(大阪市大OLC)  0:51:20 
 
 

 

2004/5/30第２４回市阪戦at箕面Ⅱ 

ＷＥ（出走３名） 
 1 藤田 沙織(大阪市大OLC) 3:05:49 
ＷＥ－Ｏ（出走８名） 
 1 桑野 文(京都橘女大OLC) 1:59:31 
   河内谷名保子(ＫＯＬＡ)  Ｐ９ 
ＭＡ（出走18名） 
 1 金枝 敏克(神戸大OLK) 1:31:00 
 7 平山 友啓(ＫＯＬＡ)   1:53:29 

ＷＡ（出走６名） 
 1 水野 恵 (奈良女ＯＬＣ)1:57:42 
 5 松田 ヤエ(ＫＯＬＡ)  2:30:47 
ＭＡＳ（出走１８名） 
 1 能勢 晃司(京大ＯＬＣ) 1:12:39 
 8 前田 春正(ＫＯＬＡ)  1:35:22 
  白川 努 (ＫＯＬＡ)  Ｐ１ 



◎テーマトークのコーナー⑭「着メロ」 
 

編者：永瀬 
 

＜横田＞ 
 最近は色々な着メロや、着ボイスとかもあって楽しい反面、なんか他人のを
聞いていると、うっとおしい気がします。特に職場で携帯せずに机の上で鳴っ
ているのを聞くと、ちょっとイライラします。やっぱり昔ながらのリンリン鳴る音の
方が、僕は好きですね。 
 というものの、僕自身も着メロ設定をしています。曲名は『学校の校歌』。現在
は、勤務校である中学校の校歌のメロディーを打ち込んで着メロにしています。
好きというわけではないのですが、なんとなく。 

 
＜平山＞ 

 最近携帯を持ち始めた変わり者なんですが、あまりこだわりがないので着信
音はデフォルトのままにしてます。だから、着”メロ”じゃないですね。ツーカー
の宣伝どおり”シンプル”に使ってます。 

 
＜松田＞ 

 今の着メロは、電話が「ROMAN HOLIDAY」で、メールが「スタンド・バイ・ミ
ー」です。映画大好きっ子なんで、今に至るまでも、着メロはほとんど映画の音
楽でした。 
 「プリティー・ウーマン」や「ライフ・イズ・ビューティフル」、「燃えよドラゴン」な
どなど。大好きな映画の音楽を設定していると、着信したときにその映画のお 
気に入りのシーンが思い出されて、ささやかな幸せを味わうことができます。で
も、改めて考えてみると、けっこうマナーモードにしていることが多いような気が
します。 

 

＜永瀬＞ 
 ようやく携帯電話を持つようになりました。 
 当初は、内蔵の着信音、着メロを使うつもりでした。ところが、誰かしら使って
いる（街中でよく聞く機会多い）ようなものしかないので、何かいいのはないか
探すことにしました。 
 インターネットで、少し調べかけたところで、駅の発車メロディーの着メロの存
在を知りました。そこで、駅の発車メロディーに、ターゲットを絞りました。入手
可能なものあたっていると、学生時代に何回か聞いて、気に入っていた東京
駅（京葉線ホーム）の「緑の光線」という発車メロディーがあったので、これを使
用しています。 
 ※駅の発車メロディーに興味のある方は、http://www.hassya.net/ あたりが

詳しいです。 
 







Administrator
【次号につづく】



第１８回

ＫＯＬＡナイト

オリエンテーリング大会

【日　　時】２００４年７月３１日（土）のナイト

【集合場所】鶴見緑地　（地下鉄鶴見緑地駅より徒歩５分）

【受付時間】午後6時30分～7時

　　　　　　7時30分スタート

【競技形式】フリーポイント　＋　ポイント－Ｏ　２マップ方式

【使用地図】鶴見緑地（大阪ＯＬＣ作成）

【ク ラ ス】M（男性），W（女性），N（初心者），G(グループ）　※年齢無制限です

【参 加 費】700円（事前）当日は1000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

　　　　　　http://www63.tok2.com/home2/kola/

【申込締切】7月17日（土）

【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。

【そ の 他】Ｍ，Ｗクラスは、ＫＯＬＡ杯ハンディ戦の対象レースです。

　　　　　　事前に通知されたハンディによって賞品が与えられます。

　　　　　　詳しくはホームページをご覧ください。

翌日の第２４回コンターズ練習会もよろしく！　　　　
　　　　　　　　　［　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！





ＯＬカレンダー
6/19-20 さくらんぼ争奪OL山形2日間大会
    主管etc：山形OL協会、申込期限：6/11必着
    場所：山形.山辺町、地図：沼の森remake
    問合先：武石雄市/email(fwiz5800@mb.infoweb.ne.jp)/tel(0237‐43‐5137)/fax(0237‐43‐
    ホームページ:http://www.orienteering.com/~yamagata/
    集合場所：県民の森 森林学習展示館
    交通手段：JR山形駅よりタクシーなど 
6/19 埼玉ウィークエンドトレーニング
    主管etc：埼玉OL協会
    場所：埼玉.、地図：稲荷山公園 
6/20 関西学連インカレロングセレクション
    主管etc：関西学連、申込期限：6/5発信
    場所：三重.青山町
    問合先：永田秀樹/email(hideki@kyoto-st.net)/
    ホームページ:http://www.orienteering.com/~kansai/
    当日受付：9:00-10:00、集合場所：近鉄西青山駅改札前広場
    交通手段：近鉄西青山駅下車 
6/20 埼玉ウィークエンドトレーニング
    主管etc：埼玉OL協会および上尾OLC、申込期限：6/13
    場所：埼玉.上尾
    問合先：金子恵美/email(emille-k@mud.biglobe.ne.jp)/
    当日受付：9:30-10:30、集合場所：丸山スポーツ広場
    交通手段：JR上尾駅東口4発[朝日バス]ガンセンター行終点 
6/26 埼玉ウィークエンドトレーニング
    主管etc：埼玉OL協会
    場所：埼玉. 
6/26 菅平高原アゲイン2
    主管etc：長野OL協会、申込期限：当日申込みのみ
    場所：長野.真田町、地図：菅平牧場
    問合先：木村佳司/email(kimura@orienteering.com)/mobile(090-3333-0893)/
    ホームページ:http://www.orienteering.com/nagano/event/2004/again2/index.html
    当日受付：12:00-15:00、集合場所：菅平牧場ふれあい広場駐車場 
6/26 横浜OL6月練習会
    主管etc：横浜OLクラブクラブ
    場所：神奈川.横浜、地図：海の公園2004
    問合先：練習会ML/email(hama-ren@freeml.com)/
    ホームページ:http://homepage2.nifty.com/YokohamaOrienteering/
    集合場所：金沢八景海の公園 
6/27 第47回金沢市民体育大会OL大会
    主管etc：石川OL協会
    場所：石川.金沢、地図：キゴ山
    問合先：石川OL協会(孫田)/tel(076-241-5582)/ 
6/27 第55回福井市民体育大会OL大会兼全国一斉OL大会
    主管etc：福井OL協会
    場所：福井.福井、地図：足羽山
    問合先：福井OL協会(岸)/tel(0776-36-2790)/ 
6/27 ジャパンロゲイニングチャレンジ2004菅平大会オンライン申込
    主管etc：チーム白樺、申込期限：6/7(郵送＆email)
    場所：長野.真田町
    問合先：ホテル白樺荘/email(sirakaba@po.sphere.ne.jp)/tel(0268-74-2511)/fax(0268-74-2552
    ホームページ:http://orienteering.hp.infoseek.co.jp/rogaine/rogaine2004ja.html
    当日受付：当日受付は3時間のみ、集合場所：菅平高原スキー場 
6/27 福岡県OL大会兼久留米大大会



    主管etc：福岡OL協会および久留米大OLC、申込期限：6/22消印
    場所：福岡.久留米
    問合先：神谷晴夫/email( haruo.k@yacht.ocn.ne.jp)/tel(092-807-9329)/
    当日受付：9:30-11:00、集合場所：御井小学校 
6/27 Park-O Tour HOKKAIDO 2004 第3戦
    主管etc：実行委員会、申込期限：6/22消印あるいは発信
    場所：北海道.留寿都郡
    問合先：信原靖/email(cak60560@pop13.odn.ne.jp)/
    ホームページ:http://www5b.biglobe.ne.jp/~yamaken/youkou/framescedule.htm
    当日受付：9:00-10:00、集合場所：ルスツリゾート内ノースウィング・グランドフロア 
6/27 競技OL初心者講習会
    主管etc：多摩OL、申込期限：6/18
    場所：東京.八王子、地図：滝山城址2004
    問合先：鈴木恒久/email(tunehisa@mx3.ttcn.ne.jp)/tel(03-3762-4366)/
    ホームページ:http://www.orienteering.com/~tama
    当日受付：9:00-、集合場所：八王子市加住市民センター
    交通手段：京王八王子・JR八王子北口より戸吹あるいは杏林大学行きバス滝山城址下下車 
6/27 埼玉ウィークエンドトレーニング
    主管etc：埼玉OL協会、申込期限：6/24
    場所：埼玉.飯能、地図：天覧山 
6/27 第1回WOCプレミニ大会（東海・北信越インカレ選考）
    主管etc：WOC実行委員会、申込期限：6/18
    場所：愛知.下山町、地図：花沢
    問合先：山川克則/email(yamakawa@genesysmap.co.jp)/mobile(090-8041-4673)/
    ホームページ:http://www.woc2005.jp/japanese/
    集合場所：下山村基幹集落センター 
7/3 MTB-Oの集い兼世界選手権代表選考
    申込期限：6/24必着
    場所：長野.富士見町、地図：富士見の森第2版remake
    問合先：落合公也/email(bxf00304@nifty.ne.jp)/mobile(090－1988－1159)/
    ホームページ:http://ha8.seikyou.ne.jp/home/Sou.Aikawa/
    集合場所：富士見高原スポーツセンター（予定） 
7/4 第56回小松市民体育大会OL大会
    主管etc：石川OL協会
    場所：石川.小松、地図：いこいの森
    問合先：石川OL協会(孫田)/tel(076-241-5582)/ 
7/4 島根スポレク祭OL大会
    主管etc：島根OL協会
    場所：島根.八束郡
    問合先：堀江利則/email(minidorapapa@ybb.ne.jp)/mobile(090-3747-4285)/
    当日受付：-9:30、集合場所：深田運動公園 
7/4 ナヴィゲーション講座
    申込期限：6/24必着
    場所：長野.富士見町、地図：富士見の森第2版remake
    問合先：落合公也/email(bxf00304@nifty.ne.jp)/mobile(090－1988－1159)/
    ホームページ:http://ha8.seikyou.ne.jp/home/Sou.Aikawa/
    集合場所：八ヶ岳レジャーセンター 
7/11 第57回福島総合体育大会リレーOL
    主管etc：福島OL協会、申込期限：7/5
    場所：福島.東和町
    問合先：加藤一郎/email(katou-1123@mvb.biglobe.ne.jp)/fax(024-567-4078)/
    当日受付：8:30-9:00、集合場所：東和町体育館 

Ａｉｍｉｎｇ
とうとう、梅雨に入ってしまいました。オリエンテーリングは、雨でも決行ですが、やはり雨よ
り良い天気の時に参加したいですね。でも、暑くなってきて、雨の方がいいかなぁというときも
ありますが。あなたは、どっちが、いいですか。




