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桜満開、中央公園！
岸和田市民オリエンテーリング大会

2005年4月10日（日）

ＫＯＬＡの総会のついでに開かれる春の大会。

今年は、和歌山県橋本の杉村公園から、お手軽

にＫＯＬＡの本拠地「岸和田中央公園」での開

催。近所の子どもたちに参加して欲しかったの

だけど…

■　天気は、晴れ　■

２日ほど前までの天気予報では、天気は雨。前日の準備は良い天気だったんだけ

ど、やっぱり天気は心配でした。

　ところがふたをあけてみると、暑いくらいの天気。風は強かったものの、公園

内の桜を見るのにも、良い天気でした。中央公園は、その昔競馬場だったとこ

ろ。ＫＯＬＡが地図を作って園内オリエ

ンテーリングをし始めた頃は、木も成長

していなくて、それこそコントロールが

すべて見えるような状態でした。しか

し、３０年以上経つと、そこそこ木が生

い茂って、いい公園に育ってきました。

おりしも、今年は桜の開花も遅くて、大

会当日は、桜が一斉に咲き乱れ、なかな

かの景観でした。

■スターオリエンテーリング？■

　今回は、狭い公園内ということもあるし、小学生向けということを意識して、

コントロール数２０個のフリーポイント－Ｏとしました。クラ

ス分けは、できるだけ多くの人に表彰状を持って帰ってもらお

うと「小学生女子」「中学生男子」など１６クラス。しかも参

加費は、中学生以下ジュース代込みで、１００円。でも実際

は、子どもたちの参加が少なくて、寂しいものでした。

　反して、大人の方は、毎回顔なじみのベテランやＡレベルの

人も参加してくれて、多彩な顔ぶれとなりました。このレベル

ですと、タイムは１５分程度。しかし、これでは物足りない小



林氏は、自主的に１つのポイント

毎にスタートフラッグに戻ってく

るスターオリエンテーリング方式

で挑戦。それでも３８分弱なので

すから、恐れ入ります。

■　表彰までに帰らないと？　■

遅れてきた中学生のクラブ員は、

何を思ったのか、ポイントをすべ

て回りきらずにゴールに。しか

も、デタラメにパンチをしてくる

始末。僕が「あと５分で表彰式を

行います」とどなったものだか

ら、慌てて帰ってきたという言い

訳をしていましたが、それでも、

この成績ではねぇ。

■　ＫＯＬＡ特製Ｔシャツ　■

毎年、新春大会とナイト大会で

は、ＫＯＬＡ杯優勝者にＴシャツ

を配布しているのですが、今年も

作ってみました。今大会では副賞

を出す予定はなかったのですが、

来てくれた参加者のために、Ａク

ラスの優勝者に、このＴシャツを

進呈しました。

　３７組の参加でしたが、天気に

恵まれて、無事終了しました。次

回の大会も、よろしくお願いしま

す。

男子上級 名前 所用時間
1 谷村　正樹 0:14:01
2 沖浦　徹二 0:15:33
3 阪本　博 0:15:53
4 長友　志朗 0:15:54
5 本村　洋介 0:16:10
6 大林　俊彦 0:16:24
7 板谷　日出男 0:17:29
8 小池　英希 0:18:37
9 松橋　徳敏 0:19:39
10 辻村　修 0:20:52
11 池田　辰雄 0:21:48
12 志方　英三 0:26:10
13 森　三郎 0:30:28
14 小林　康浩 0:37:59

P 清水　栄一 0:38:57 P1
P 香嶋　宏信 0:45:31 P1
女子上級

1 松本　知佐子 0:24:36
2 辻村　紀子 0:39:19
3 池田　富子 0:56:02

男子初級
1 中森　和一郎 0:52:45

女子初級
1 中森　左和子 0:51:45
2 村山　紀子 0:58:18

一般組
1 小田　幸恵・紀彦 0:30:00
2 野沢　建夫・弘美 0:30:15
3 石倉　義昭・章子 0:55:13

家族組
1 前川　公平 0:41:54
2 前川　真由美 0:57:59
3 板谷　梨子 1:16:34

小学生男子組

1
大川大和
正木遼平

1:03:24

小学生男子
1 板谷　祐樹 0:42:07
2 板谷　智史 1:35:00

中学生男子
1 河井　勇樹 1:05:11
2 岡口　一生 1:05:57

P 中　亮介 0:43:59 P14
P 山田　凱 0:38:58 P14
P 赤井　雄星 0:40:00 P15
P 神田　凌佑 0:40:00 P11



◎Ｒｅｓｕｌｔのコーナー 
 

 

2005/03/06 京都カップ第４戦at天王山 

ＭＡ(35 名) 

 1 小野田剛太(京大OLC)   0:51:06 

25 中村 貴史(大阪市立大学)1:17:40 

27 平山 友啓(ＫＯＬＡ)  1:21:26 

 

 

 

ＭＳ(12 名) 

 1 市橋 国之(朱雀ＯＫ) 1:01:50 

 9 永瀬 真一(ＫＯＬＡ) 1:11:21 

11 横田 実 (ＫＯＬＡ) 1:16:00 

ＭＶ(16 名) 

 1 新家 秀男(中京ＯＣ) 0:46:27 

 6 前田 春正(ＫＯＬＡ) 1:03:36 

 

2005/3/12 2004 年度日本学生オオリエンテーリング選手権大会（ミドル・リレー） 

併設大会日光オリエンテーリング2日間大会 

ＭＡ(92 名) 

 1 松澤 俊行(三河ＯＬＣ) 0:31:35 

24 中村 貴史(大和川を走る会)0:44:45 

 

2005/3/20 平成16年度(第31回)全日本オリエンテーリング大会at丸火自然公園 

Ｍ２１Ａ１(69 名) 

 1 石澤 俊崇(トータス)  1:11:13 

22 中村 貴史(大阪市立大学理学部)1:25:23 

Ｍ２１ＡＳ(49 名) 

 1 上條 圭 (方向音痴会) 0:57:17 

12 平山 友啓(ＫＯＬＡ)  1:08:17 

Ｍ３５Ａ(30 名) 

 1 Imhof Kilian(Swizerland)0:54:56 

19 永瀬 真一(ＫＯＬＡ)  1:30:26 

 

Ｍ４０Ａ(47 名) 

 1 稲葉 英雄(三河ＯＬＣ) 0:51:10 

35 横田 実 (ＫＯＬＡ)  1:39:57  

Ｍ５５Ａ(46 名) 

 1 尾上 秀雄(サン・スーシ)0:50:07 

19 前田 春正(ＫＯＬＡ)  1:15:54 

28 寺田 保 (ＫＯＬＡ)  1:32:30 

ＯＡＳ(15 名) 

 1 乗松 裕子(渋谷で走る会)0:59:10 

 2 白川 努 (ＫＯＬＡ)  1:00:10 

 

2005/3/21 第31回全日本大会 翌日スプリントリレー大会at少年自然の家 

 

 Ｂ - 10 チーム  

桐朋ＩＫ－Ｄ 井川一樹 鈴木庸平 梅脇剛 

Bb 0:21:44 2 Bc 0:25:52 2 Ba 0:33:56 7 1       1:21:32 

(8204)   0:21:44 1 0:47:36 1 1:21:32 1 

チングルマ 清水栄一 中村貴史 清水栄一 

Bb 0:43:58 8 Ba 0:18:14 1 Bc 0:44:00 8 7       1:46:12 

(8209)   0:43:58 9 1:02:12 4 1:46:12 7 

 



 

 Ａ - 44 チーム 

木酔会 大塚友一 紺野俊介 安井真人 

Ac 0:22:32 7 Aa 0:18:33 1 Ab 0:21:13 5 1       1:02:18 

(8120)   0:22:32 15 0:41:05 1 1:02:18 1 

ＫＯＬＡ千亀利 永瀬真一 白川努 寺田保 

Aa 0:24:36 14 Ac 0:31:24 23 Ab 0:37:12 37 23       1:33:12 
(8102)   0:24:36 20 0:56:00 21 1:33:12 23 

OL 界に蒼き風を 中村貴史 櫻井良亮 高橋諏一郎 

Aa 0:20:26 4 Ab 0:27:03 21 Ac P1   

  

      DISQ 

(8101)   0:20:26 5 0:47:29 6     

ＫＯＬＡいよやか 横田実 平山友啓 前田看正 

Ab P1

(0:38:11)

 Aa DNF

(0:25:46)

 Ac 0:38:04 33 

  

      DISQ 

(8103)  

         

 

スプリントリレー積算タイム
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２００５年度ＫＯＬＡ総会 
［出席者］横田，寺田保，永瀬，中井，前田，平山 
＜岸和田オリエンテーリング協会 ２００４年（平成１６年）度 活動報告＞ 
【１】行事等 
2004年４月４日（日）  年次総会  橋本市杉村公園 
    第８回橋本ＯＬ大会 橋本市杉村公園 
    （雨の中 １４組 ２０名の参加） 
 ６月６日（日）  全国一斉ＯＬ大会 大阪城公園 
 ７月４日（日）  近畿ＯＬＣ連絡会 大阪市立大学 
 ７月３１日（土） ＫＯＬＡナイトＯＬ大会 鶴見緑地 
    （日刊スポーツ協賛 25組の参加） 
 ８月２１～２２日 豊中＋KOLA夏合宿 三木 
     （参加者：前田，寺田保） 
 １０月３日（日） クラブカップ７人リレー 駒ヶ根 
 （参加者：白川，前田，村橋，藤田，中村，河内谷，寺田保，永瀬，平山，奥野） 
 １０月３１日（日） 大阪府民ＯＬ大会 鶴見緑地 
    （運営で参加） 
 １２月５日（日） ウエスタンカップ 京都 
 （参加者：白川，前田，村橋，藤田，中村，松田，横田，寺田保，永瀬，奥野） 
2005年１月３日（土）  ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会 大泉緑地 
    （晴天の中 ９９組の参加） 
 １月９日（日）  大宮校区子供会ＯＬ指導＆主管 中央公園 
 １月１６日（日） 近畿ＯＬＣ連絡会 尼崎 
 ３月２０日（日） 全日本大会  静岡 
            （参加：横田,寺田保,永瀬,前田,白川,平山,中村） 
 ４月１０日（日） 年次総会  ＫＯＬＡハウス 
    岸和田市民ＯＬ大会 岸和田中央公園  
 
 
 
 
 



 
【２】会議等 
  ・総会          …2004年４月４日（日） 
  ・運営＆編集会議     …毎月最終水曜日に開催 
  ・府ＯＬ委員会      …寺田強，保，横田出席 
  ・近畿ＯＬ連絡会     …寺田保 
  ・ＫＯＬＡ－ＭＬの活用による意見交換 
  ☆岸和田ＯＬ連盟としての活動は、休止。 
 
【３】広報活動 
  ・会報『ＫＯＬＡ』の発行 年間１２回 （発行部数５０部＋α） 
    2004年４月 7日 Ｎｏ．246 ～ 2005年３月５日 Ｎｏ．256 
  ・各ＯＬ地域クラブなどと、会報及び情報の交換 
  ・Ｅ－ｍａｉｌを通じた要項の配布 
  ・ＫＯＬＡ－ＨＰの活用 
【４】役員配置 
 １．岸和田オリエンテーリング協会役員 
  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 
                       
 ２．府ＯＬ委員会委員（１名） 
   寺田 強                     ２００５年４月 
    ※ 参加は、他の役員も交代で行う。 
 
【５】会計報告 
 ※ 別紙 ※ 



岸和田オリエンテーリング協会 2005 年（平成 17 年）度 活動方針・活動計画 
【１】活動方針  
 楽しさを仲間とともに！ 
 今年度は、岸和田オリエンテーリング協会が設立されて３０年目の節目になりま

す。趣味で集まっている会でのモットーは、“自分のできることを分担していく”

というのが、大切です。せっかく同じ会に所属しているのですから、一人では味わ

えない楽しさを見つけて、みんなで楽しんでいきましょう。 
 今年度は、世界選手権も日本で行われる画期的な年になります。ＫＯＬＡも３０

周年です。しかし、現在では大阪府委員会が機能停止状態に陥っています。この状

態は、早急に回避する必要があるでしょう。ＫＯＬＡが府のオリエンテーリングの

一員として何が出来るか考えていきましょう。 
【２】活動計画 
 １．会議等 
  年次総会 ２００５年度総会 平成１７年４月１０日（日）  
       ２００６年度総会 平成１８年４月９日（日） 
  運営会議 定例…毎月最終水曜日に開催し、会に必要な事項を協議する。 
          出席者は幹事以上の役員と、協議事項に関連する者。 
          また、一般会員の参加も差し支えない。 
       臨時…緊急に必要あるときは、会長または副会長が関係ある者を 
          招集する。 
  編集会議 毎月…毎月最終水曜日午後８時より、運営会議を兼ねて開催する。 
  その他……・岸和田市ＯＬ連盟及び岸和田市体育協会関連の会議、行事など 
        への参加。 
              ・大阪府ＯＬ委員会及び府民大会実行委員会への参加。 
       ・近畿ＯＬＣ連絡会への参加。 
       ・その他、必要と認められる会議。 



【２】行事等 
 2005年４月１０日（日） 年次総会 岸和田中央公園 
    岸和田市民大会 岸和田中央公園 
    ７月３日（日）  近畿ＯＬＣ連絡会 関西学連 
    ７月３０日（土） ＫＯＬＡナイトＯＬ大会 深北緑地 
    ８月１３日（土） クラブカップ７人リレー  
    ８月下旬  豊中＋KOLA夏合宿 世界選手権に参加 
   １０月３０日（日） 大阪府民ＯＬ大会？ 
 2005年１月３日（火）  ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会 とんぼ池公園 
     １月８日（日）？ 大宮校区子供会ＯＬ指導＆主管 中央公園 
     １月１５日（日） ウエスタンカップ 甲山 
    １月２２日（日）？ 近畿ＯＬＣ連絡会       ？ 
    ４月 ９日（日） 年次総会  ＫＯＬＡハウス 
    岸和田市民ＯＬ大会 岸和田中央公園 
【３】役員配置 
 １．岸和田オリエンテーリング協会役員 
  会  長   横田 実（総括責任者） 
  副 会 長   前田春正（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   村橋和彦、平山友啓（広報） 
  競技監督   永瀬真一 
  会計監査   白川努（会計監査役） 
                                              以上任期 ２００７年４月 
                       
 ２．府ＯＬ委員会委員（１名） 
   寺田 強                     ２００７年４月 
    ※ 参加は、他の役員も交代で行う。 
【４】機関誌ＫＯＬＡについて 
 ◎編集内容 
   ・表紙の「原則Ｏ－マップ」 
   ・近隣ＯＬ大会情報を、一覧表として掲載 
   ・Ａｉｍｉｎｇ（編集後記）の掲載。 



   ・各クラブ員の各種記事 
   ・大会報告の掲載 
   ・編集会議の毎月１回（最終水曜日午後８：００～。運営会議と兼ねる）開

催 
   ・発行日の固定（毎週第１金曜日） 
   ・ｗｅｂ上でのｐｄｆファイルによる公開 
       → ファイルサイズを押さえるために、メールでのファイル提出が望ましい。 
   ・３０周年記念号として１２月号を企画する。 
 
【５】その他 
 ［ウエスタンカップ，クラブカップの参加について］ 
  ・ウエスタン，クラブカップの参加については、参加費の半額をクラブから補

助する。ただし、参加費の担当者を、参加するものの中から１名選び、会計に報告

することとする。 
  ・２回以上走る者については、２回目の参加費は、クラブ負担とする。 
  ・他クラブ員から、助っ人で参加をしてもらう場合、参加費用は、半々とする。 
  ・参加当日、都合により欠席する場合も、参加費用の半額は支払わなければな

らない。 
 
 ［大阪府オリエンテーリング協会？の運営について］ 
府委員会の委譲にともなって、次なる組織について、府下のオリエンテーリングク

ラブで協議が必要です。ＫＯＬＡとして、どのような協力をしていくのかを考えて

いく必要があります。 
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静岡での全日本大会。富士山

麓は、テレインはいいのだけ

ど、僕としては、溝や道・河

の区別がどうもわかりづら

くて、良い成績を残せない場

所の一つとなってしまって

いるんだけど。 

 

■ 富士山くっきり ■ 
 

 今大会は、全日本大会の前後に、お

楽しみがあって、色々と満喫出来る企

画がいっぱい。ＫＯＬＡとしては、前

日イベントには参加出来なかったもの

の、前日から「こどもの国」内のパオ

に泊まって、２泊３日の行程で、楽し

んできました。 

 １９日は、１０時頃大阪を出発。途

中、買い物をすませて、草原の国内に

あるパオで宿泊です。他にもオリエン

ティアがいるかなと思っていたのです

が、ほとんど満室のパオでしたが、Ｏ

Ｌ参加者は、僕らだけだったようです。 

 富士山も綺麗に見えていたし、夜の

星空も綺麗だったし、朝には霜柱を

久々に見ました。 

 

■ さて、全日本大会 ■ 
 

 いよいよ、全日本大会です。こども

の国からの送迎バスに乗って会場に到

着。僕自身は、ＫＯＬＡ内でのスター

トが一番遅かったので、スタート位置

までいっておいて、他のメンバーのス

タートを見届けてから、会場に戻って

準備。 

 レースの方は、前半は慎重にいった

ため、無難に現在地を見失うこともな

く進めたのですが、ショートレッグの

５→６で、沢を間違えて、うろうろす

る羽目になってしまった。こうなると、

悪い癖で焦ってしまって、うろうろと

するだけになってしまって、なかなか、

現在地をつかめない。単なる溝を道だ

と勘違いしていたりと、同じミスを繰

り返してしまった。他のＫＯＬＡメン

バーは「走りやすくていいなぁ」なん

ていっていたんだけど、地形が読めず

に苦労しました。 

 

■ 露天風呂でゆっくりと ■ 
 

レースが終わった後は、疲れをとるた

めにお風呂を探してうろうろ。通りす

がりに見つけた露天風呂で体をいやし

た後、スーパーまで行って、食料の買

い出しをして、またまたパオで就寝し

ました。 

 

■ リレーは、２チーム参加 ■ 
 

さて、翌日のイベントのリレーにも参

加しました。今回ＫＯＬＡからは２チ

ームがエントリー。地図は、３０００

分の１という大縮尺。しかも、ほとん

ど真っ白。走力勝負ですね。 

 スタートの合図と同時に駆け出す参

加者たち。でも、１番コントロールま

でが長い。いや、縮尺がでかいから長

く見えるんだけど、ちょっと上り下り

があって、ダッシュとはいきませんで

した。あっという間にみんなに置いて

きぼりを食って、ここでも焦ってしま

いましたね。走りすぎないように、注

意して進んだつもりだったのですが、

途中で、前日と同じミスをしてしまい

ました。沢を行き過ぎてしまい、コン

トロールを１つ見つけられなかったの

です。運良く見つけたのは次のコント

ロール。何も考えずに、これをチェッ

クしてしまって、そのまま次にいって

しまいました。当然、結果はペナなん

ですが、走っているときは全然頭には

いっていませんでした。絶対にやって

はいけない「リレーでのペナ」。反省が

足りないなぁ。 

■ 帰りはのんびりと ■ 
 

今回は、色々と企画されていたり、地

図が読みやすかったりと（迷っていた

のに偉そうなことはいえませんが

(^_^;)）素晴らしい大会でしたね。も

っと反響があるのかと思っていました

が、Ｏ－ＭＬでの発言はほとんど皆無

でした。なぜなのでしょうか。みんな、

他の部分で色々と論議していたのかな。

次回の全日本大会は、どうなるんでし

ょうか。北海道案は棄却されたようで

すけど、代替え案はあるのでしょうか。

今年は世界選手権大会もあるし、もっ

と色んな意味で盛り上がるように一人

一人がしていきたいものです。 

 さて、全日本から大阪への帰りは、

土産を買ったりしながら、ゆっくりと

帰宅することが出来ました。みなさん、

お疲れ様！ 

 

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

 

（横田実） 

満喫！ 全日本大会 
大会報告 

ＫＯＬＡ 

横田実 

平成 17 年３月２０日 第３１回全日本オリエンテーリング大会 



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
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
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)
09/19 日 パークＯin関西 兵庫 兵庫県 神戸総合運動公園兵庫県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


