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日本オリエンテーリング協会第 49回理事会報告* 
近畿ブロック理事 尾上 

１．日 時： 平成 16年 12月 23日（祝） 12時 30分～18時 00分 
２．場 所： 岸記念体育会館 401会議室 
３．議 題： 1. 事務局報告 
（議案書） 2. 第 48回理事会未審議事項の審議 

3. その他 
４．出席者： 長谷川副会長、古賀専務理事代行、ブロック代表理事（信原、原田、船橋、元木、

小野、森田、佐藤、神谷）、事務局（久保）委任状 3名 
５．内 容： 
5.1 会長挨拶（長谷川副会長） 
会議に先立ち、10 月 6 日付小野会長辞任、11 月 9 日付伊藤副会長辞任について簡単な経緯の
説明があった。JOAは危機的状態であり、理事各位のいっそうの踏張りをお願いしたい。 
5.2 事務局報告 
(1) 寄付金報告 
津金澤氏（群馬）、江部氏（新潟）より寄付金 47,600円があった。 

(2) 大会開催 
・ 西日本大会（10月 10日、広島県） 個人事前 327名、当日 11名、フィットネス 29名参

加 
・ 東日本大会（11月 7日、愛知県） 参加者数、コントローラ報告等未提出 
・ 全日本リレー大会（1月 9日、埼玉県） 選手権 143チーム、一般 48チーム参加予定 
・ 全日本トレイル O大会（1月 10日、埼玉県） 予定 
・ 全日本大会（3月 20日、静岡県） 予定 
・ <公認>大高大会（11月 6日、愛知県） 終了 

(3) ディレクタ養成講習会・研修会 
・ ディレクタ 1級 前期：10/9～11（広島県） 11/5～7（愛知県） 

後期：12/17～19（愛知県）       15名受講 
・ ディレクタ 2級 H17/1月開催予定 7名受講 

 
・ ディレクタ研修会 「地域総合型クラブ」をテーマに 2 会場で実施（51 名参加）、他会場
なし。          本年度で終了。研修内容についての改善が必要。 

(4) 賠償責任保険の契約継続 
・ AIUと契約を継続。17年度は保険料 180,530円（19,000名の予定） 

 
・ この保険については、過去に保険適用の例がない。都道府県協会では協会関連の事業終了

後、2月以内に完了報告書を提出すること。 
 

・ 都道府県協会は、毎年 7月末までに年次計画（予想参加人数記入）を提出のこと。 
 

(5)選手強化 
・ 4 月～5 月（2 週間）、外国人コーチを招聘した。特別振興基金より 1,170,000 円を支出し

た。WOC2004のトレーニングキャンプ、大会の報告があった。 
 

5.3 審議事項 
(1) 平成 17年度事業計画及び収支予算編成の検討 
・ 平成 17年度事業計画（素案）が示され、各委員会の事業を盛り込むようにする（ただし、

                                                  
* 所用により理事会に出席できませんでしたが、信原理事、船橋理事、森田理事の報告および事務局に確認して
纏めました。 



可能な限り収支を合わせるようにする）。 
 

・ 次回（3月）理事会に原案を提出、審議する。 
 

(2) 平成 17年度主催大会 
・ 東日本大会（10月 9日、宮城県） 

 
・ 西日本大会（11月 27日、滋賀県） 

 
・ 全日本リレー大会（12月 18日、岡山県） 

 
・ 全日本大会（平成 18年 4～6月頃、北海道） 

 
・ 全日本トレイル O大会（11月 26日、滋賀県） 

 
全日本大会については、九州ブロック開催が不可能となり、1 年前倒しで北海道の開催を検討
する（3月理事会にて決定予定）。この場合、事業計画および予算は H18年度となる。 

(4) 平成 17年度公認大会 
・ 三河高原大会（8月 7日（M）、10日（M）、11日（L）、12日（M）） 個別 

 
例年より公認大会の開催が早いので、競技者登録を忘れないように（～7月末）。 

(5) 国際大会 
・ 世界選手権大会（8月 9日～15日、愛知県） 

 
・ 世界トレイル O選手権大会（8月 9日～12日、愛知県） 

 
(6) JADA（日本アンチ・ドーピング機構）への加盟 
・ WOC2005 があり、今後国際大会も予想されるので、加盟する（入会金 15 万、年会費 5

万）。 
 

(7) 新委員会の設置 
・ 総務委員会：従来からの事業推進会議に代わるものとして、常任理事会的な性格の委員会

とする。 
 

・ 地図委員会：地図は OLの根幹を成す領域であることから、設置する。 
 

・ いずれも人選等は新年度に入って決める。 
 

(8) 大会制度の検討 
・ 従来のブロックローテイション方式はよい方法であったが、近年、大会返上、質や運営者

不足などの問題となっている。 
 

・ 主催大会、公認大会の増加など、競技専門委員会を中心に関連委員会とWGを立ち上げ検
討する。 
 

(9) 各委員会の事業計画案（決定ではない） 
・ 競技専門委員会：諸規程集（2005年版）の発行、コントローラ養成講習会など。 

 
・ 普及教育委員会：ディレクタ講習会開催、インストラクタ講習教材作成、PC活用策、ナビ・



読図講習会開催など。 
 

・ スキーO委員会：スキーO指導者養成講習会開催、2009スキーO WOC招致など。 
 

・ トレイル O 委員会：トレイル O 普及員、トレイル O コントローラ養成講習会開催、大会
運営マニュアル作成など。 

・ 広報委員会：ホームページの管理、有料メールマガジンの発行。 
 

(10) 財務委員会からの答申 
・ 特別振興基金を転用せざるを得ない慢性的な赤字体質の改善、WOC2005 への資金的な支

援を念頭に、以下の提案があり、了承した。 
 
- 組織育成費（ディレクタ、インストラクタの年会費の一部 2,000円／人を会員にフィ
ードバック）を時限（H17,18）でWOC2005支援にあてること。ただし、地方の活動
を圧迫するので、減額についても検討する。 

- 人件費節約のため現在の専任職員配置を改め非常勤職員を配置することについては、

継続審議とする。 
(11) 平成 17年度予算案 
・ 3月理事会までに、財務委員会と事務局とで予算案を作成する。 

 
(12) 平成 16年度全国指導者研究協議会 
・ 3月 19日（土）に静岡県富士市「富士ハイツ」にて開催。 

 
・ 内容は以下の提案に沿って進める 

 
- 午前： 研修会 

 
- 午後： 分科会 

 
テーマ 1：「JOAの今後の普及戦略について」 
テーマ 2：「今後の主催公認大会を主題」 

5.4 役員選考について 
・ 欠員となっている会長、副会長、専務理事につき、具体的侯補者を検討する長谷川副会長

と各ブロック代表者とからなる選考委員会（仮称）を設置する。 
 

・ 各ブロックでは 1 名の正会員を代表者として選出する。事務局より代表者派遣の依頼があ
る予定。 
 

・ ブロック代表理事は従来どおり各ブロックで選出することになる。（本年は改選時期） 
 

5.5 その他 
次回理事会 3月 5日または 6日 

以上 
 



◎Ｒｅｓｕｌｔのコーナー 
 

2005/01/03 第２０回ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会at大泉緑地公園 

ＭＡ(44名) 

 1 和久田好秀()     0:31:30 

18 平山 友啓(ＫＯＬＡ) 0:41:10 

ＷＡ(7名) 

 1 松本知佐子()     0:28:57 

 2 藤田 沙織(ＫＯＬＡ) 0:33:12 

 

2005/01/09第１３回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会at森林公園（埼玉県） 

ＭＶ(２４チーム) 

三重１ 伊藤 誠厚 小八重善裕 伊藤 哲夫 

2:03:37  0:41:40 3  0:44:15 5  0:37:42 1 

1 

 

 55 0:41:40 3 53 1:25:55 1 50 2:03:37 1 

大阪２ 澤地 實 田中 紀十一 前田 春正 

2:38:50  0:46:55 6  0:56:05 12  0:55:50 15 

13 

 

 58 0:46:55 11 62 1:43:00 11 58 2:38:50 13 

 

2005/01/10第20回埼玉県オリエンテーリング協会大会at森林公園（埼玉県） 

Ｍ５０(出走27名) 

 1 富樫 勉 (サン・スーシ)0:32:40 

 9 前田 春正(ＫＯＬＡ)  0:40:45 

 

2005/01/16 平成16年度 和歌山県民オリエンテーリング大会at新庄総合公園（和歌山県田辺市）

個人Ａ(26名) 

 1 奥村 理也()     0:29:37

 5 横田 実 (ＫＯＬＡ) 0:38:06 

 6 前田 春正(ＫＯＬＡ) 0:41:02 

 7 寺田 保 (ＫＯＬＡ) 0:42:30  

 

2005/01/30 第６０回岡崎市オリエンテーリング大会at岡崎中央公園 

Ｍ５０Ａ(出走8名) 

 1 新家 秀男(中京ＯＣ)0:50:30 

 4 前田 春正(ＫＯＬＡ)1:18:29 

 

2005/02/06パークOツアーin関西滋賀大会 兼滋賀県民大会at矢橋帰帆島公園 

ＭＡ（出走26名) 

 1 諏訪 高典()     0:18:02 

10 中村 貴史(ＫＯＬＡ) 0:20:55 

ＷＡ（出走8名） 

 1 寺嶋喜美江()     0:21:36 

 4 藤田 沙織(ＫＯＬＡ) 0:27:43 

ＭＶ(出走14名) 

 1 塚田 元朗()     0:22:26 

 3 寺田 保 (ＫＯＬＡ) 0:25:50 

 4 前田 春正(ＫＯＬＡ) 0:25:51 

 

 



２月の運営会議報告
【１】全日本大会のこと

　　参加予定者…横田，保，前田，平山,白川，永瀬

　・富士山こどもの国　パオ６人用１つ 3/19～21　２泊確保

　・寝袋レンタルは一人一泊1050円(3シーズンでOKとの話だが)

　・駐車場は18:00～6:00まで閉鎖なので、その間の出入りは不可。

　　3/19(土)

　◇保、横田（保車）

　　10:00 　岸和田～藤井寺出発

　　　　　　・富士山こどもの国　パオ６人用宿泊

　◇永瀬

　　18:00頃岸和田を出発　新幹線で富士へ（22時前に到着）

　　　　　　・スーパーホテルＪＲ富士駅前宿泊

　◇白川

　　　３月まで確定できず（自分の車か新幹線で追いかける？）

　◇平山

　　　保、横田プラン？

　◇前田

　　　移動は、保、横田プラン？　それとも、公共交通機関？

　　　・どこかのビジネスホテル

　　3/20(土）　全日本大会へ

　◇こどもの国前泊組（保、横田、白川、平山）

　　　駐車場(全日本の駐車場はこどもの国)～会場専用バスで移動

　◇ビジネスホテル組（前田、永瀬）

　　　バスにて移動

　宿泊地へ

　◇こどもの国宿泊組（保、横田、永瀬、白川、平山）

　　　会場～駐車場専用バスで移動

　◇ビジネスホテル組（前田）

　　　バスにて移動

　　3/21(日)　リレー大会へ

　◇こどもの国前泊組（保、横田、永瀬、白川、平山）

　　　車orバスにて会場へ移動

　◇ビジネスホテル組（前田）

　　　バスにて移動

　大阪、滋賀へ帰る



【２】岸和田市民オリエンテーリング大会について

　［今後の予定］

　　・地図調査　…　３月中

　　・フリーポイントＯでコースを考える。

　　・３月２６日（土）　午前１０時　試走（ＫＯＬＡハウス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月の運営会議と兼用

　　・４月９日（土）　準備　午前１０時　ＫＯＬＡハウス

　　・４月１０日（日）実施　午前８時３０分　現地集合

　　　　　当日参加者予定・欠席の連絡を！

　　　　　　　　…横田、寺田保、強、永瀬，中井、白川、平山、村橋、前田

　　　　　　　　　藤田，松田，中村，河内谷，奥野

【３】総会について

　・４月１０日　岸和田市民大会後、現地で！

　・総会の資料作成　…　横田、保　など

　・今年は役員改選の年です。

　　　　会　　長　　　横田　実（総括責任者）

　　　　副 会 長　　　村橋和彦（部外折衝）

　　　　会　　計　　　寺田　保（会計総括責任者）

　　　　事 務 局　　　寺田　強（岸和田市ＯＬ連盟・体協関係責任者）　

　　　　幹　　事　　　前田春正、平山友啓、永瀬真一（広報）

　　　　会計監査　　　白川努（会計監査役）

                                              以上任期　２００５年４月

　　　　府ＯＬ委員会委員　　寺田　強　　　　　　　　　　２００５年４月

　　　　※　参加は、他の役員も交代で行う。

　　他の役職になりたい人は、早めに申し出てください。

【４】パークO in関西について

［開催予定］

　　　６月１２日（日）和歌山市四季の郷 和歌山県OL協会

　　１１月１３日（日）（未定） 奈良県OL協会

　　１１月２６日（土）花緑公園（野洲市） 滋賀県OL協会

　　１２月　４日（日）錦織公園 大阪ＯＬＣ（大阪府OL委員会）

　　３月　５日（日）又は2/12（未定） 京都府OL協会

未　定 兵庫県OL協会

【５】今後の行事について

　・ナイト－Ｏ　…　７月３０日（土）　深北緑地（地図作製）

　・新春大会　　…　１月３日（火）　　とんぼ池公園リメイク版

　・大阪府ＯＬ委員会の今後？？→全国一斉大会・府民大会？



ＯＬカレンダー
予定日 曜日 大会・行事名 場所 テレイン 主催・主管
■2005年
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 天王山 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
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
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
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
09/25 日 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


