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日刊スポーツ協賛？？ 
第１８回 ＫＯＬＡナイト－Ｏ in 鶴見緑地 

 
Ｏ－ＭＬで流れた日刊スポーツの『まちスポＧＯ！ＧＯ！』の企画。問い合わせをすると、ナイ
トＯのために盾もくれることに。急遽、日刊スポーツをナイトＯの協賛として入れて実施するこ
とにしました。 
 

■３日前に協賛決定！■ 
 

森岡さんからＯ－ＭＬに、日刊スポーツの「まちスポＧＯ！ＧＯ！」の
企画募集の情報が載ったのが 26 日。早速、メールで問い合わせてみる。
僕としては、「参加者として連絡すると自分の記録を載せてもらえる」と
思っていたので、コンターズ練習会のことで連絡。ところが、日刊スポ
ーツとしては「主催者
側が参加者の成績を
提供して載せて、かわ
りにその参加者に、成
績の載っている日を
含めて、スポーツ紙を

１週間無料で配達すること」が条件ということ。新聞社側
としては、それで宣伝をしたいということなので当然のこ
とかな。ということで、参加者の立場ではなく、主催者の
ということなので、ナイトＯのことを話したら、28 日に、
ナイトＯの成績を載せたいのでよろしくという返事が来た。
盾も用意してくれると言うことで、急遽ナイトＯを協賛大
会に決定。なんと、開催３日前にこんなことが決まってし
まいました。もちろん、参加者には当日にスポーツ紙を配
布することの了解を得ることになりましたが。 
 

■２７名の参加■ 
 
さて本番は、２７名の参加。今回は鶴見緑地での開催です。この公園は、夜間は半分の地区がフェンスで閉

鎖されるため、地図の半分で開催。「ちょっと範囲が狭いかな」と思ったので、昨年と同じくフリーポイント
＋ポイントの２マップ方式としたのだが、これが間違いのもとでした。 

ナイトなので制限時間を６０分と設けて実施。優勝タイムを３０分と考えていたのでこの程度かなと思って
いたのですが、そこはやはりナイトＯ。夜の場所は予想以
上に確認しにくい。 ６０分以内で回ってこれたのは、１
２人だけでした。もっと短くても良かったかな。 

本来ならば、制限時間を超えたりペナになっている人は
順位から外すべきなのですが、全ての人の成績順を確定す
る必要上、 

①時間内に全てを回れた者 
②時間内に回れずペナとなった者 
③時間を超えたが全て回った者 
④時間を超えてペナになった者 

という順位付けで成績を確定しました。ご迷惑をおかけし
て、申し訳ございませんでした。  



 

■参加者のコメント■ 
ＭＡクラス 

中村です。初めて参加したナイトＯから、３位→２位→２位と毎回悔し
い思いをしており（２年前は優勝の表彰までされました）、ようやく念願の
優勝を果たせました。でも常連のＫ氏がいなかっただけに嬉しさ半分とい
った感じでした。レースとしては、鶴見緑地で行なわれるということで、
距離が長いのでは？と思っていたのですが、特に後半は体力レースで結構
辛かったです。昨年とは違い、今回のような広い公園では、フリーポイン
トのみの方が良かったかもしれませんね。来年もナイトＯには是非参加し
たいと思っていますので、よろしくお願いします。 

ＷＡクラス 
運動不足を痛感しつつも、今回で３回目のナイト O なので普段のオリエンとは違うコツ（普通のオリエンのコ
ツすらつかめていませんが…)がわかってきたような気もしました。普段ならポストの近くまで行けば多少離
れていても見えたりしますが、ナイト O ならでは本当に暗いところもあるので懐中電灯を振り回し(?!)てあち
こち照らさなければなりません。中州へのジャンプなど、私の足ではギリギリでしたが、夜の公園はこわさ半
面とてもアドベンチャラスでした。普段のオリエンとは一味違う夏のイベントとしてもっとたくさんの人がナ
イト O に参加してくれるといいですね。 

 

ＫＯＬＡ杯の優勝は？ 
 
ＫＯＬＡの新春・ナイト大会には、参加者を楽しませるも

う一つの企画があります。それは、ＫＯＬＡ杯と呼ばれるハ
ンディ戦です。ＫＯＬＡ特製ＴシャツとＫＯＬＡ大会年間無
料招待券を贈ることにより、色々な大会でＫＯＬＡを宣伝し
てもらおうという魂胆です(^_^;)。 

今回は、ハンディの大きかった寺島孝さんと藤田沙織さん
が優勝。優勝した方は、次回からのハンディは、大幅に減点
されて、新しいかたにＫＯＬＡ杯優勝のチャンスが巡って来
るというのも楽しみの一つです。是非あなたも、次回のＫＯ
ＬＡ杯優勝を狙ってみましょう。 

 

順位 名前 所要時間
１ 中村　貴史 36分48秒
２ 谷村　正樹 43分12秒
３ 寺岡　孝 44分20秒
４ 小田　紀彦 45分03秒
５ 平山　友啓 46分21秒
６ 佐藤　政明 46分26秒
７ 藤原　成文 46分34秒
８ 原　昇司 49分31秒
９ 松島　航也 52分26秒
１０ 白川　努 53分28秒
１１ 村橋　和彦 53分47秒
１２ 石原　孝彦 57分33秒　P2
１３ 仲田　貴幸 52分59秒　P5
１４ 多田　茂紀 １時間00分49秒
１５ 島田　浩治 １時間03分15秒
１６ 梅本　敬史 １時間00分12秒　P3
１７ 志水　博一 １時間04分20秒　P3
１８ 城山　勉 １時間00分31秒　P4
１９ 小國　英男 １時間02分49秒　P5
２０ 岡村　啓太 １時間05分12秒　P5

１ 河内谷　名保子 58分03秒
２ 藤田　沙織 １時間04分48秒
３ 松田　ヤエ １時間06分44秒

１ 後藤　一輝 45分09秒
２ 庄路　由一朗 １時間15分35秒　P8

１ 五百倉　大輔 １時間00分22秒　P5
◇グループの部

◇初心者の部◇

◇女子の部◇

◇男子の部◇





 



第２４回コンターズ練習会 in 服部緑地 
２００４年８月１日 

 
毎年恒例８月の第１日曜日は、コンターズ練習会。今回で２４回目。毎
回出される数字のパズルを答えると、なんと参加料は無料。今回は、ポ
イントＯ＋コンパスＯ。順調に途中まで進んでいたのだけど…。 
 

■今回のパズルは？■ 
 

『第２４回＋コンターズ＋練習会＝２００４○１６
○８○１。漢字とカナに数字、○の＋－×÷を入れ
て等式を作るとき、右辺は何通り作れますか』 
今回のパズルはこんなものでした。コンターズのパ
ズルは正解することより経過を重視。正解しなくて
もレポートやプログラムの提出で参加料は、なんと
無料。来年はあなたも参加してみましょう。…って
言っている僕は、時間がなくて解けなかったけど。 

 

■ポイント＋コンパス■ 
 

コンターズの練習会は、いつもややこしいと
いう定評なんですが、今回Ａクラスはポイント
＋コンパスという比較的素直な競技でした。試
走した游さんも「簡単すぎるで」という印象だ
ったそうです。 

僕も前半のポイントでは順調に回れて、後半
のコンパスＯも途中までは順調で、途中であっ
た藤田さんと「コンターズにしては易しすぎる
なぁ」と話していました。ところが悪夢はその

直後にやってきました。13(43)→14(45)にコンパスを振って歩測をして歩いていく
と、前方に見えたテニスコートの管理事務所。地図記号が建物だったので、そのま
わりをうろうろしていたのですが見つけることが出来ず。焦って方向を間違えたか
と考えて、その周りにあった建物をいろいろと見て回ったのですが発見できず。も
う一度13まで戻って歩測のし直し。ようやく見つけた14は、その奥にありました。
ここで 15 分以上のロス。その次の 15(36)へも、途中のバーベキュー場のフェンス
に阻まれ直進できずに迂回したため位置がずれたが、あまり迷わず発見。ラッキー
だっのが 17(49)の橋。橋のあるのはあそこだけだとわかっていたので、道沿いに
言ってＧｅｔ。最後の 18(32)は、上の小道から林にはいるか、下の道路から見上
げるか何ですが、距離感を間違えてショートしたため、目的の崖の見当がつけられ
ず、33 あたりでうろうろしてしまいました。 



 
 

コンターズ成績表 



 





ＷＭＯＣ ｉｎ イタリア（ＡＳＩＡＧＯ）  

         （０４／７／２～０４／７／１４）１        前

田記  

 

今年の目標に海外遠征、マスターズを狙っていたが、要項等が入

手できず、３月の全日本の時に近畿ツウーリストが旅行募集をして

いたので、これでとインプット、大会参加申し込みはＯＬ協会で一

括申し込みで最終が 5/1 と綱渡り、定年旅行も休暇取れなかったの

で今回とろうと決めた、９日間でイタリアの田舎町？ＡＳＩＡＧＯ

だってイタリア地図を見ても載ってないんだから、エントリーも終

わり、大会参加が近ずくにしたがい、色々問題発生、１つは参加費

用、急遽家を近くに購入したので、大金必要、ＯＬに使えるか？こ

れ は ま あ ー 仕 方 が 無 い ど う せ 費 用 はかかるが旅行を止めてあとで

愚痴られたらと！ もう１つは仕事、運悪く同僚が 6/7 から入院で

営業が２週間空白に成る、これも以前より計画していたので何とか

了解を上司に得た。  

帰ったときに席があるかなー。と前段で色々ありました。３回目の

海外ＯＬ  

さあー出発です。  

７／２日（金） 今日の集合は成田１１：００、伊丹より成田行き

ＡＮＡ ８：００時成田着９：００予定、当初はＪＡＬ９：００を

狙ったが満席、仕方なくＡＮＡで、でも当日ちゃんと飛行機は飛ぶ

のか、天王寺からのバスは間違いなく到着するか心配でした、なん

でも詰めたスーツケース（娘から借りた）を持って、成田へ実は関

西方面よりは今回私のみ、名古屋より、岐阜の上林さんというメン

バー、後は東京組、無事  

成田に着き、待ち合せ場所へ、近ツーの窓口へ参加メンバーは事前

に聞いていて、古賀夫妻、寺尾夫妻、高橋夫妻、山本規子さん、久

保君子さん、飯山さん、小嶋さん、上林さん、前田に添乗員斉藤さ

んというメンバーです、成田始めて、メンバーさんは今まで何回も

参加されていたが私は初めて、皆さんにお会いする、上林さん同行

が一番安心。  

皆さんに挨拶をし、荷物を預け搭乗手続き、１３：００のミラノ行



き  

ＪＡＬ便を待つ、両替もユーロにし、準備万端、ここで今回別グル

ープで参加の尾上ＯＬＰグループより、ＷＯＣジャパンの宣伝用荷

物が重量オーバーになり超過料金過大につき、チラシ等を手分けし

て持ち込みすることに、そしてミラノへ１１時間の旅。  

新潟上空よりシベリア、ロシアを経由して一路イタリアへ途中のロ

シア上空は本当にツンドラ地帯、不毛の大地が延々と、そしてドイ

ツより、アルプス越え、氷河を見ながら、ミラノ着、何とか今流行

のエコノミスト症候群にもならず、ミラノ着は現地時間１８：２５、

その日は取り合えずホテルに入りゆっくりすることに、部屋割りは

上林さんと同室、これから約１０日強宜しくお願いします、やっと

ついたぞイタリアに！！  

７／３日（土）  

今日はミラノ市内観光、朝８時３０分出発でバイキング風朝食をと

り専用バスで、スフォルツェスコ城、壁画「最後の晩餐」、ドゥオ

モ（ミラノ大聖堂）、スカラ座等を見学、昼食はイタリア初食事パ

スタ、リゾット。その後イベントセンターのあるアシアゴへ、途中

ベローナ市内バスの中から見学、  

今晩より、宿泊のヴィチェンツアを通り過ぎ、アシアゴへいきなり、

１０００ｍの高地の町へ、イベントセンターで手続きプログラムの

入手をし、明日のオープンレースの情報を確認し、と言葉では簡単

だが、お国柄？イタリア語等で話が相当手間取った、添乗員の斉藤

さん（その後まゆちゃんになったが）にお世話になった、そして再

び ヴ ィ チ ェ ン ツ ア の ホ テ ル へ Ｕ ターンこれから６日間お世話にな

る、ついて早々に夕食に出かける、ピザを注文ところがこれが又デ

カイ、日本でいえばゆうに３人前の大きさ、まあ、生地が薄く出来

ているので、何とか食べる事が出来た、プログラムを確認といって

も英語だから、数字の所と絵のところを確認、明日の併設大会に備

える為寝ました、同室の上林さんはデジカメで取った映像の処理で

遅くまで頑張っていらっしゃいました。  

７／４日（日）  

併設大会参加、今日も朝早く起きて、朝食を取り、大会会場アシア

ゴのすぐ近くのスキー場兼牧場、事前で各クラスを各人が申し込み

をしていたのでそれぞれのクラスへ、短目、テクニカル、易しい、



長めの組み合わせ私のコースは中クラス、Ｍ Ｇ reen ４７５０ｍ 

ＵＰ１９５  

イタリア初レース、慎重にスタートを切り苦労しながら（コントロ

ールが隠されている？）穴の中はその典型、１１番で日本でもやっ

てしまった直進距離感無しのミス、１２までオーバーランこの間を

何往復したことかやめようかな、と思ったがせっかくのイタリア思

い直しこの区間、１１，１２で３３分これで終り、トップ４４：４

３の所、１：５４：３７、試験走行終り、本番頑張ろう、で報告疲

れ、以下は次回で！！  







◎Ｒｅｓｕｌｔのコーナー 

オリエンテーリング世界マスターズ選手権大会２００４atイタリア 

2004/7/4 Pubｌic Race

Ｍ Ｇｒｅｅｎ(出走142名)4,750m↑195m 
 1 WIKSTROM TERJE (PWT-AS) 0:44:43 
38 前田 春正(ＫＯＬＡ）    1:54:37 

 

2004/7/6 Qualification１ 

Ｍ５５－３(出走70名)5,010m↑240m 
 1 WOLF DIETER(OLG DAVOS SAULAM／SUI) 0:40:24 
66 前田 春正 (ＫＯＬＡ)        1:31:48  
 

2004/7/7 Qualification２ 

Ｍ５５－３(出走68名)5,500m↑130m 
 1 HARJU TIMO (VEVE／FIN)  0:37:47 
62 前田 春正 (ＫＯＬＡ)  1:22:19  
 

2004/7/9 Final 

Ｍ５５－Ｄ(出走98名)5,490m↑175m 
 1 TITOVICH EVGENY(BELARUS／BLR)0:44:59 
62 前田 春正 (ＫＯＬＡ)    1:42:08  
 
マスターズの結果詳細はこちらhttp://www.wmoc2004asiago.org/indexeng.html 
 
 

2004/7/31第１８回ＫＯＬＡナイトＯＬ大会at花博記念公園鶴見緑地 

Ｍ(出走20名) 
 1 中村 貴史(ＫＯＬＡ) 0:36:48 
 5 平山 友啓(ＫＯＬＡ)  0:46:21 
10 白川 努 (ＫＯＬＡ) 0:53:28 
11 村橋 和彦(ＫＯＬＡ) 0:53:47 
Ｗ(出走３名) 
 1 河内谷名保子(ＫＯＬＡ)0:58:03 
 2 藤田 沙織(ＫＯＬＡ) 1:04:47 
 3 松田  ヤエ(ＫＯＬＡ) 1:06:44 
 



2004年OL行事予定
予定日 大会・行事名 場所 主催又は主管
２００４年

8月21日 (土) 豊中KOLA合宿１日目 三木森林公園 KOLA
8月22日 (日) 豊中KOLA合宿２日目 三木馬事公園 豊中OLC

8月24-29日 (火～ 京大・京女夏合宿 村山口登山道・奇跡・砂沢 京大京女現役生及びOB・OG
8月29日 (日) 東北大学大会 宮城県仙台市宮城野区 東北大学
9月1日 (水～ 大阪市大OLC夏合宿 菅平 大阪市大OLC

9月11ｰ12日 (土～ 関西学連合宿 青山高原 関西学連
9月中旬 (日) 朱雀OK　ｸﾗﾌﾞ合宿 富士 朱雀OK

9月19日 (日) 大阪OLC初心者教室 大阪城公園 大阪OLC
9月19日 みえスポーツﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 三重県関町 三重県
9月23日 (祝) 大阪OLC秋の練習会 ハヤマ 大阪OLC
9月23日 (祝) 岐阜県ｽﾎﾟﾚｸ祭 岐阜市ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ 岐阜県協会
9月26日 (日) 県民OL大会（ﾊﾟｰｸO併設） 西宮市 兵庫県OL協会

9月25ｰ26日 (土～ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ講習会 兵庫県OL協会
9月26日 (日) 京都OLC練習会＆ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ大会 京都「双ｹ丘」 京都OLC
9月26日 (日) 阪名戦 なら
10月2日 (土) クラブカップ７人リレー前日ｽﾌﾟﾘｯﾄ
10月3日 (日) クラブカップ７人リレー JOA

10月10日 (日) 奈良市民ｽﾎﾟｰﾂの集い「ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞの広場初心者・ﾌｧﾐﾘｰ対象 奈良市野外活動協会
10月10日 (日) 西日本大会 広島県神石郡神石町 JOA
10月10日 (日) OLC吉備路

10月17日 (日) 関西学連第２回定例戦 関西学連
10月24日 (日) 第２回岡崎市民ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会 岡崎市 岡崎市体育協会
10月24日 (日) 富士山こどもの国ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ大会 富士山こどもの国 富士山こどもの国
10月24日 (日) ﾊﾟｰｸOﾂﾜｰin関西・滋賀県大会 草津市　ﾆｭｰﾏｯﾌﾟ 滋賀県OL協会
10月31日 (日) 大阪府民大会 鶴見緑地 大阪府OL委員会
10月31日 (日) 京都府　日吉町府民の森 京都OLC

11月3日 (祝) ﾊﾟｰｸO 浜北森林公園 静岡県協会
11月6日 (土) 大高ﾊﾟｰｸO
11月7日 (日) 東日本大会 愛知県下山村 JOA

11月？日 浜松市民大会 浜松市 浜松市
11月21日 (日) ぞんび～ず大会
11月28日 (日) 名大大会
12月4日 (土) 京都府城陽市（新地図） 朱雀OK

12月5日 (日) 第21回ｳｴｽﾀﾝｶｯﾌﾟﾘﾚｰ大会 京都府宇治市（太陽が丘）みやこOLC
12月12日 (日) 関西学連第3回定例戦兼新人戦 吐山 京大・京女
12月12日 (日) 平成16年度真備町OL大会 岡山県吉備郡真備町（予定OLC吉備路
12月12日 (日) 筑波大学大会
12月18日 (土) 山口大学大会
12月19日 (日) インカレミドル関西地区選考会 黒添池 関西学連
12月19日 (日) ＡＳＫ大会 未定 愛知青少年協会

２００５年
1月3日 (祝) ＫＯＬＡ新春OL大会 大泉緑地 KOLA

Aiming
暑い日が続きますね。あっという間に過ぎていった台風もありました。このまま異常気象は続くのでしょうか。人
災的なテロも心配です。オリンピックは大丈夫かな？。

京都ｶｯﾌﾟ第3戦京都OLﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ兼
ﾊﾟｰｸOﾂﾜｰin関西第6戦

京都OLC30周年兼立命館大学30周
年・記念大会

第19回 吉備路ﾅｲﾄ＆ﾃﾞｲOL大会・西
日本大会協賛

広島県神石郡神石町スコ
ラ高原


