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第15回 大宮子供会 凧揚げ＆オリエンテーリング大会 
2005年１月9日（日） 岸和田市 中央公園 

 
毎年お手伝いしている地区の子供会の活動の様子です。今回は、クレヨンを使って
のビンゴ－Ｏです。全部見つけなくてもいいのだけど。 

最初は、恒例の凧揚げ大会。こ
の日は、風が強くて天候も良く
て、絶好の凧揚げ日和でした。 
みんな手作りの凧を持って、思
い思いに飛ばしていました。子
供会では、凧揚げに対して、色々
な賞を用意。さて、どんな賞を
もらえたのでしょうか。 
 
さて、いよいよ、オリエンテー
リングの開始です。まず５人一
組になってのチーム分け。各町
ごとにわかれて、総勢１３チー
ム！。スタート前の説明で、「ゼ

ッケンをつける」「地図の裏に町，名前，学年を書く」「現在地の確認」をしたあと
で、用意ドン。時間は２０分間。どのチームが早く帰ってこられるでしょうか。ビ
ンゴＯなので、全部見つけなくて
もＯＫ。縦横斜めに５つ並ぶよう
に、クレヨンでチェック出来れば
完成です。 
公園内を走り回って、最短のグル
ープは、１２分で帰ってきていま
した。最長は４０分になっていま
た。 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

今回は、４月に行う予定のＫＯ
ＬＡ岸和田市民大会の要項を配
布しました。もう一度、興味を
持って参加してくれればいいの
ですけどねぇ 
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大阪から、白浜近くにある新
庄総合公園へ。高速道路が延
びたこともあって、２時間程
度で到着しました。和歌山の
大会も距離的には近くなっ
たのですが…。 

 
■ 新庄総合公園へ ■ 

 
和歌山県田辺市。「白浜温泉」といった
ほうが通りはいいのでしょうか。中学
生の部員４人と参加をしました。大阪
から、自動車で２時間というのは、距
離的には近いのですが、和歌山への高
速道路代が高い。片道で４０００円も
かかってしまう（ガソリン代は別）。で
も電車で行くとなると電車賃が２００
０円程度、特急代も入れて４０００円
程度。やっぱり車の方がいいのかな？。
大阪からの参加者は、みんな車で参加
していましたね。 

 新庄総合公園は、子ども連れで訪れ
るのには良い場所です。広場でも遊べ
ますし、遊具も色々なものがあって、
中学生ぐらいでも飽きないぐらいです。
うちの生徒も、到着すると早速見つけ
た船やトランポリンで遊んでいました。 
 

■初めての２マップ■ 
 

 今回、個人クラスは２マップ方式で
した。狭い公園なので、当然のことな
のですが、初めての人には戸惑いもあ
ったようです。うちの生徒４人も、初
めての２マップ方式。ところが、その
うちの一人がきちんと確認していなか
ったために、マップ交換場所ではなく
ゴールにいってしまいました。しかし
ゴールにいた係員が地図公園のことを
あまりわかっていなかったのか、聞き
方が悪かったのか、きっちりとその子
に伝えられなかったようです。結局、
多の選手が通過するときに気がついて、

マップ交換ができたようですが、なん
とも残念なタイムロスでした。 
  

■ １番までにどういくの？ ■ 
 
かくいう僕も、公園ということで甘く
見ていてダッシュでスタートしたのは
いいのですが、１番コントロールに行
くまでに？？？。道が多いのと距離感
がつかめず、走っていったのはいいの
ですが「どこからいけばいいの？」と
迷ってしまいました。まぁ、どこから
でもいけたのですが、一度考えてしま
うと、迷ってしまいます。その後も、
走りすぎて戻ることが何度かあって、
また思った以上に足にきてしまい、最
後まで走りきれずに目標の３５分には
届きませんでした。…単なる走り込み
不足だろうな。 
 

■ もっと和歌山で！ ■ 
 
和歌山県民大会ということもあって、
地元田辺市からの参加も結構ありまし
た。子どもたちも楽しそうに参加して
いましたし、いい公園マップなので、
こういうところでどんどん大会が開催
されればいいですね。和歌山には、ち
ょっと入れば良いテレインがあるので
しょうが、上位クラスの参加者がくる
のは、つらいかなぁ。でも、もっと和
歌山で良い大会が開かれることを望み
ます。 
http://www.geocities.jp/woa2004jp/
04kmn01.htm 

（横田実） 

（上位３位まで） 

白浜は、近かった？ 大会報告 
ＫＯＬＡ 
横田実 

 平成 17 年 1 月 16 日 和歌山県民オリエンテーリング大会 

○少年少女組
1 岩本奈津美 田辺市 0:22:37
2 蝉　美奈 田辺市 0:23:10
3 橘　祐里 田辺市 0:30:15
○家族組
1 浦田　秀亮 和歌山市 0:13:10
2 町田　尚志 上富田町 0:19:41
3 岩本　美澄 田辺市 0:21:48
○一般組
1 山本　裕章 貝塚市 0:31:04
2 東　美淑 美浜町 0:37:43
3 仲　真澄 上富田町 0:41:08
◎中学生組
1 小川　瞬也 田辺市 0:21:49
2 那須　敬太 田辺市 0:24:52
3 磯田　悠 田辺市 0:40:43
○個人Ａ
1 奥村　理也 向日市 0:29:37
2 谷村　正樹 吹田市 0:33:12
3 小池　英希 東京都目黒区 0:34:20
4 小田　紀彦 大阪市鶴見区 0:34:44
5 横田 実 藤井寺市 0:38:06
○個人Ｂ
1 谷口　一誌 田辺市 0:45:24
2 岡口　一生 和泉市 0:48:48
3 小田　幸恵 大阪市鶴見区 0:49:20
4 山田　凱 和泉市 0:50:38
5 赤井　雄星 和泉市 0:56:43
6 神田　凌佑 和泉市 1:01:33



近畿 OL 連絡会議事録 
■日時：2005 年 1 月 15 日 13:30 - 16:00 

■場所：尼崎市小田体育館会議室 

■主管：OLP 兵庫 

■議事録作成：二ッ谷（OLP 兵庫） 

■議事内容 

1.開会挨拶（議長：OLP 兵庫 城森） 

2.出席者自己紹介 

3.今後のの行事予定確認 

 事前に連絡のあった 2005 年 OL 行事予定に対し、不足分の連絡および開催日が重複

している行事について調整を依頼した。添付行事予定表は事前連絡分に当日、不足分

を加筆したものである。開催日が重複しているのは 

12/4 開催予定の 

 ・大阪 OLC30 周年記念大会   ・みやこ 20 周年記念大会 

 12/18 開催予定だった 

 ・全日本リレー大会    ・ウェスタンカップ 

 であり、12/4 については大阪 OLC、みやこ OLC 間で調整いただく。12/18 につい

ては、ウェスタンカップを 06 年 1 月 15 日に変更する旨、 兵庫県協会より予定変更

の連絡がなされた。 

4.JOA 状況報告 

 JOA の現状について近畿ブロック理事尾上氏より報告。（資料参照）資料に追加とし

て次の項目の報告があった。 

 (1)05 年度全日本大会は九州が返上で北海道で実施の方向で検討中。この場合、3 月

実施は困難であり、次年度に入ってから行うことになる。決定は 3 月の理事会で行う。 

 (2)1 級ディレクタ講習会後期を関西地区で実施予定。 

 (3)JOA が日本アンチドーピング機構に加盟した。 

 (4)05 年度の選手登録は 2 月から 7 月まで受け付ける。ただし、WOC 併設公認大会

にエントリーするには 5 月末くらいまでに登録する必要がある。 

 (5)全日本大会前日に指導者研修会を開催予定。 

 ＜状況報告に対しての意見＞ 

  ・さまざまな委員会をつくっているようだが、細かいことよりも日本の OL を今

後どのようにしていくかを考える場を設けることが最重要ではないか。どうしたいか

で、取り組み方が変わるはずである。 



5.ウェスタンカップ報告（みやこ OLC より） 

 04 年度のウェスタンカップを運営した立場から 5 つの提言があった。特に、決算報

告を今後近畿連絡会で行うべきである、については次回連絡会で協議することとした。          

（別紙資料 参照） 

 また、開催していることについてのデータ－ベースを作成することで後援依頼が有

利になる点についても深い指摘があった。 

 MV クラスのカップがない点について、昨年の連絡会で"04 年度のウェスタンカップ

でカップ購入費用を上乗せして参加費を集める"としていたが、カップは存在するもの

と勘違いしていたことが判明した。京都府協会の申し出により、京都府協会に準備し

ていただくことになった。 

6.WOC について（実行委員会小野氏） 

 ・スケジュールについて簡単に説明があった。 

 ・併設大会が 4 日間、JOA 公認大会になった。 

 ・スタッフ、協賛、スポンサー紹介、大会への参加について協力の依頼がありまし

た。 

 ＜実行委員会への依頼事項＞ 

 ・JAPAN O-tour について、京都での行事予定が京都側に伝わってないので明確に

してください。 

 ・万博もあることより、宿泊および交通に関する情報を発信してください。 

7.その他 

 (1)滋賀県西日本大会ではプロのマッパーに調査を依頼します。 

  他のクラブ、協会でこのプロマッパーに依頼したいという場合は滋賀県協会大島

氏まで問い合わせください。 

 (2)京都 OLC では GPS を購入しました。有料で貸し出しますので利用ください。 

 

8.次回開催予定 

 開催日：2005 年 7 月 3 日(日)頃の予定 

 担 当：関西学連 

 

以上 



ウエスタンカップ 将来への提言 
みやこOLC 

 この度、みやこOLC は初めてウエスタンカップを単独で運営しました。大きなリレーの大会を開催したのも、

今回が初めてです。はじめは本当に開催できるのか、競技不成立となることなく無事に終える事ができるのか

が非常に不安でしたが、400 名近い参加者に支えられある程度質の高い大会を開催する事が出来ました。 

 今回の運営でもっとも苦労したのは、過去にクラブでの運営知識の積み重ねがなく、運営をする為に様々な

ボタンを押して情報を仕入れた点です。結局無駄に終わった情報もあれば、今後引き継いでいける情報もあ

りました。過去に何度も運営をされているBIG クラブなら当然知っている事でしょうが、みやこOLC のような発

展途上のクラブでは全てが手探りで、まったく「無」からのスタートでした。 

 今回のウエスタンカップの運営を通じて、たとえ運営能力の未熟なクラブであっても、運営をすることによっ

て一つステップアップをすることができ、ひいては OL 界全体の底上げにつながる事になると感じました。つま

り、たとえ BIG クラブであっても、そうでないクラブであっても運営できる体制をつくることが今後の OL 界の発

展に寄与すると考えます。そのために、ウエスタンカップに関して次のような提言をさせて頂きます。 

 

「会計報告の義務化」 

ウエスタンカップ運営の報告として、最低限近畿 OL 連絡会では行なっていただきたい。 

 

「報告書作成の義務化」 

次以降の運営団体に対して、最低限必要事項をまとめて欲しい。CD-ROM にデータとしてまとめているので

次回からは作成がしやすくなっているはずなので、続けて欲しい。 

 

「共通ホームページの運営」 

これは、提案レベルですが、過去の大会の実績も含め競技者に見ていただく事が、ウエスタンカップの広報

活動となり、ひいては大会のレベルアップにつながると考えます。 

 

「データベースの作成と管理」 

これも提案レベルですが、データベース（開催日時・場所・マップ・主管・天候・成績など）を一元で管理する

機能があればよいと考えます。歴史という大きな宝の持ち腐れになっているというのが感想です。21 回続い

ているリレー大会として、記録を残すのは義務に近いものもあるような気がします。 

 

「管理運営の為の年間予算管理」 

上記の提案レベルの事項に関して、運営の経費を捻出する手法を考えたいと思います。 
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●長谷川純三副会長が会長代行 

●第 32 回全日本大会は北海道か 

●17 年度は委員会による事業がスタート 

●期待される２つの新委員会 

●世界スキーオリエンテーリング選手権大会の日本開催の可能性！ 

●WOC２００５関連 

日本オリエンテーリング協会第 50 回の理事会が開催され、平成 17 年度の事業な

どについて審議された。 

 

●長谷川純三副会長が会長代行 

10 月に小野会長が任期を 5 ヶ月残し辞任されたのに引き続き、急遽会長代行を受

けられた伊藤副会長も 11 月に健康上の理由で辞表を提出されるというめまぐるし

い動きがあり、長谷川副会長が当面小野会長の任期が切れる 3 月まで会長代行を務

められることになった。長谷川副会長は日本オートキャンプ協会やフライングディ

スク協会の会長を務められるなど余暇関係やスポーツ関係など幅広く活躍されて

いる。 

 

●第 32 回全日本大会は北海道か 

 平成 17 年度全日本大会は九州ブロックで検討を進めてきたが、ブロック理事の

努力も適わず、各県とも運営体制が不充分という理由で、17 年度の九州地区での

開催は断念せざるをえなくなった。関東、東海など代替開催地の検討、調整を進め

てきた結果、初の北海道開催を具体的に検討していただくことになった。正式決定

は 3 月になるが、期待できそうです。ただし、ご存知のように雪のことは無視でき

ず、準備期間も考慮すると、南北海道の海岸地域でも 5 月、内陸部になれば 6、7

月にずれ込むことになる。いずれにしても、全日本大会が翌年度開催になるのは 2

度目である。北海道では７，８月ごろに毎年北大大会が開催されているので、既に

北海道のテレインを味わっているかたも少なくないと思われるが、交通費がかかる



ということで、二の足を踏んでいた方も、この機会に是非北海道の初夏の山野を駆

け巡っていただきたいものです。折角の北海道なら、いろんなイベントを組み合わ

せ、泊まって、飲んで、食べて楽しめる大会を期待したい。 

 また、東日本大会は 10 月 9 日宮城県で、トレイル O 選手権は 11 月 26 日、西日

本大会は翌 27 日に同じ滋賀県で２days として開催される。更に全日本リレーは岡

山県で開催されることになった。 公認大会では、WOC2005 に併設して開催され

る４つの一般レースが承認された。この大会は公認大会参加者減に対応したコンパ

クトな大会運営を求められているテストケースとして、少ないクラス分けをトライ

する大会でもある。一挙に４つの公認大会が開催されることは、エリート権獲得の

絶好の機会である。 

 この大会は 8 月 7 日が初日であり、参加申込締切が 6 月 15 日のため、例年の競

技者登録日程では間に合わない。とりわけ、一時登録が適用できないエリートクラ

ス参加者には特別な対応が必要となる。各都道府県協会には愛知県協会から、競技

者登録申請を受理したら速やかに処理していただくようお願いをする予定です。 

 また、主催大会がしばしば欠けたり、代替開催地探しに苦労している現在のブロ

ック割当制度に都道府県協会・委員会からも改善要望は強く、少ない公認大会に競

技者登録のメリットに疑問を感じているオリエンティアも少なくない。これらの問

題点の解決方策を検討する大会制度のワーキングを 17 年度よりスタートさせる。 

 

●17 年度は委員会による事業がスタート 

 各委員会からは次のような事業案が提示され、いよいよ、委員会による事業遂行

が 17 年度より開始される。これも、最終的には 3 月の予算総会で決定することに

なる。 

委員会 主な事業案 

競技 ・規程集の作成・コントローラ養成講習会の開催 

普及教育 ・ ディレクター講習会の開催・ PC の活用策・ インストラクター養成

講習 

会教材作成 

トレイル O ・ トレイル O 普及員の養成・ コントローラ養成講習会の開催・ 普

及員養 

成テキスト、大会運営マニュアルの作成 

選手強化 ・ WOC 選手選考・ 選手強化合宿および海外コーチ招聘 

広報 ・ ホームページ管理・ メールマガジンの発行 



 

●期待される２つの新委員会 

 新たに２つの委員会を 17 年度より立ち上げることになった。一つは地図委員会。

オリエンテーリングの根幹を成す地図はトレイル、スキーとも連携し、質の維持向

上、地図規程の作成など課題は多い。もう一つは総務委員会。年 3 回しか開かれな

い理事会を補完し、理事会の議題を整理する機関として、事業推進会議があるが、

機能を強化し、幅広い活動推進のため、常任理事会的性格を持たせるため、事業推

進会議に代えて、総務委員会を発足させる。 

 

●世界スキーオリエンテーリング選手権大会の日本開催の可能性！ 

兼ねてスキーオリエンテーリングの冬季オリンピック開催のために、IOF からアジ

アでの開催を要請されてきた、2009 年世界スキーオリエンテーリング選手権大会

については、日本の意思表明の期限が迫ってきた。今まで、長野での国際スキーO

大会などで実績を重ねてきており、関係者は技術的、能力的には自信を持っており、

IOF から要請があれば開催認定料を一万ユーロ程度に減額することにより、引きう

けを検討する用意があるとの回答をすることになった。実現すると WOC に続く大

事業となる 

 

●WOC２００５関連 

 WOC2005 におけるドーピングチェックや日本選手がドーピングに引っかから

ないように情報を受けるため日本アンチドーピング機構への加盟が決まった。また、

JOA として WOC 資金援助のため財源捻出については都道府県協会・委員会のご

理解、ご協力をいただいて進めることとなった。 

 

 理事になって 1 年半がたちました。様々な問題もひとつひとつ片付き始めている

という感触を持っていますが、皆さんには十分実感が沸いていないのではと思われ

ます。もう少し時間をいただいて、等高線を 1 本、２本と減らして、課題の山を低

くしていきたいと考えています 



近畿OL 連絡会行事予定表 ( 2005年 1月～ ) 2005年1月15日連絡会で修正 近畿OL連絡会
予定日 曜日 大会・行事名 場所 テレイン 主催・主管
■2005年
01/16 日 和歌山県大会 和歌山県田辺市 和歌山県OL協会

01/16 日 大阪OLCリレー練習会 奈良県伊賀市 奥鹿野 大阪OLC

01/30 日 第60回岡崎市OL大会 愛知県岡崎市 中央総合公園 岡崎市OL協会

02/05 土 ROLA練習会 京都府京都市 きぬかけの道 立命館大OLA

02/06 日 パークＯツアーin関西 滋賀大会 滋賀県草津市 NewMap 滋賀県OL協会

02/06 日 第18回東海クラブカップリレー大会 愛知県岡崎市 岡崎市東公園 東海地区OLC連絡協

02/11-12 金土 ＯＬＰウインターキャンプ 静岡県富士市 予：奇跡の森他 OLP兵庫

02/12 土 第23回京葉大会 千葉県千葉市 千葉ポートパーク京葉OLC

02/13 日 早稲田大学OC大会 千葉県成東市 両総用水21 早大OC

02/13 日 京都市市民総体兼八田記念大会 京都府京都市 ニュー宝が池 みやこOLC

02/13 日 ROLA練習会 京都府京都市 山紫水明東山 立命館大OLA

02/19 土 OLC東海主催大会 岐阜県多治見市 OLC東海

02/19-20 日 ROLAインカレ直前合宿 奈良県都祁村 吐山 立命館大OLA

02/25-27 金日 大阪市大OLC春合宿 三重県伊賀市 青山高原他 大阪市大OLC

02/27 日 第24回中日東海ブロックOL大会 三重県松阪市 松阪市森林公園 松坂OLC

02/27 日 ROLA練習会 京都府長岡京市 天王山 立命館大OLA

03/06 日 京都カップ第４戦 京都府長岡京市 天王山 京都府OL協会

03/12-13 土日 日本学生OL選手権 栃木県日光市 ＩＣ実委員会

03/13 日 豊中OLC千里大会 大阪府箕面市 教学の森 豊中OLC

03/20 日 全日本大会 静岡県富士市 不二丸尾 ＪＯA

04/03 日 金沢大大会 石川県加賀市 加賀海岸 金沢大OLC

04/10 日 2005年岸和田市民OL大会 大阪府岸和田市 岸和田中央公園 岸和田OL協会

04/17or24 日 中辺路町アウトドアフェスティバル 和歌山県中辺路町 和歌山県OL協会協力

04/24 日 白石島OL大会 岡山県 白石島 岡山県OL協会

04/29 祝 大阪OLC春の練習会 (未定) 大阪OLC

04/29 祝 愛知県民OL大会 愛知県名古屋市 大高緑地 愛知県OL協会

05/01or08 日 新歓ペア (未定) 関西学生OL連盟幹事会

05/初め頃 つつじまつりOL大会 愛知県 根ノ上高原 OLCルーパー

05/15 日 関西学連第１回定例戦 京都府京都市 山紫水明東山 京大OLC、京女OLC

05/15 日 スポレク滋賀 滋賀県大津市 皇子が丘公園 滋賀県OL協会

05/22 日 京都カップ第１戦 京都府 (未定) 京都府OL協会

05/29 日 阪市戦 奈良県都祁村 吐山 大阪市大OLC

05/29 日 菅平ロゲイン 長野県真田町 菅平高原

06/12 日 パークＯin関西 和歌山大会 和歌山県和歌山市四季の郷 和歌山県OL協会

06/19 日 インカレロング関西地区代表選考会 岐阜県関ヶ原町 決戦！関ヶ原 関西学生OL連盟幹事会

06/05 日 東京大学ＯＬＫ大会

06/05頃 関西学連新歓合宿 (未定)

06/19 日 全国一斉OL大会 各県 JOA呼びかけ

06/26 日 京都カップ第２戦 京都府 (未定) 京都府OL協会

07/16-18 土月 ＯＬＰサマーキャンプ 静岡県富士市 予：勢子辻他 OLP兵庫

07/30 土 深北公園ナイトオリエンテーリング大会大阪府大東市 深北緑地 岸和田市OL協会



近畿OL 連絡会行事予定表 ( 2005年 1月～ ) 2005年1月15日連絡会で修正 近畿OL連絡会
予定日 曜日 大会・行事名 場所 テレイン 主催・主管
07/31 日 コンターズ練習会 大阪府吹田市 万博公園 コンターズ

08/07 日 WOC併設(ミドルディスタンス) 愛知県作手村

08/08 月 WOC併設(チャレンジ１) 愛知県作手村

08/10 水 WOC併設(ミドルディスタンス) 愛知県藤岡町

08/11 木 WOC併設(ロングディスタンス) 愛知県下山村

08/12 金 WOC併設(ミドルディスタンス) 愛知県作手村

08/13 土 クラブカップリレー 愛知県作手村

08/14 日 WOC併設(チャレンジ２) 愛知県作手村

09/03-04 土日 ナイト＆ディＯＬ大会 岡山県岡山市 (未定) OLC吉備路

09/?? 兵庫県民OL大会 (未定) 兵庫県OL協会

09/23 祝 大阪OLC秋の練習会 (未定) 大阪OLC

10/02 日 第3回神戸大学大会 兵庫県神戸市 打越山 神戸大OLK

10/09 日 東日本大会 宮城県 JOA

10/23 日 第14回京大大会 奈良県奈良市 一体山 京大OLC

10/23？ 日 岡崎市民OL大会 愛知県岡崎市

11/06 日 京都カップ第３戦 京都府 (未定) 京都府OL協会

11/13 日 パークＯin関西 奈良 奈良県 (未定)

11/20か12/04 みやこ20周年記念大会 京都府京都市 瓜生山 みやこOLC

11/26 土 パークＯin関西 滋賀 滋賀県野洲町 近江富士花緑公園滋賀県OL協会

11/26 土 全日本トレイルＯ大会 滋賀県野洲町 近江富士花緑公園JOA

11/27 日 西日本大会 滋賀県野洲町 希望ケ丘公園 JOA

12/04 日 大阪OLC30周年記念大会 大阪府富田林市 錦織公園 大阪OLC

12/11 月 第32回真備町ＯＬ大会 岡山県真備町 OLC吉備路

12/18 日 全日本リレー大会 岡山県 白石島 JOA

? 日 パークＯin関西 大阪 大阪府 (未定)

? 日 パークＯin関西 兵庫 兵庫県 (未定) 兵庫県OL協会

■2006年

01/03 日 岸和田OLA新春大会 大阪府岸和田市 蜻蛉池公園 岸和田市OL協会

01/15 日 ウエスタンカップ 兵庫県西宮市 甲山森林公園 兵庫県OL協会

02/12 日 京都市市民総体兼八田記念大会 京都府 (未定)

02/? 日 和歌山県大会 和歌山県田辺市? 和歌山県OL協会

03/05 日 京都カップ第４戦 京都府 (未定) 京都府OL協会

03/05 日 パークＯin関西 京都 京都府 京都CUPと併設予定、2/12の可能性も？

? 日 全日本大会 北海道?

11/? 日 全日本リレー大会 兵庫県神戸市 再度山森林公園 JOA

注）正式の大会名、開催場所、テレイン名は各大会要項にしたがってください。


