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天王山で行われた大阪ＯＬ

Ｃの練習会。この時期は、新

入生が多く入ってくる新歓

の季節。多くの新入生は、初

めての山の中でどんな行動

をするのでしょうか。 

 

■ ＪＲの脱線事故 ■ 
 

天王山で行われた春の練習会。電車で

とことこ出かけました。スタート会場

に向かう踏切わきで、ＭＢＳの取材陣

がカメラを回していました。理由は、

山崎駅近くの急なカーブを描く線路。

先日あった福知山線での脱線事故をう

けての取材のようです。 

 

■練習会開始■ 
 

練習会という位置づけのせいか、会場

ものんびりムード。大学生の新入生と

みられる子も多く参加していました。

今回の参加数は、100 名近くとなり、多

くの人が、集合場所にひしめいていま

した。 

 テレインは本格的な山の中で、練習

や大会にはもってこいですね。道沿い

に作ったＮクラスコースも、初心者向

けで、のんびりと回る初心者オリエン

ティアの姿が多数ありました。 

 

 

■ 微地形に戸惑いながら ■ 
 

天王山は、比較的地形がはっきりして

いて、目標物がとらえやすいと思うの

ですが、それでも細かいルートをみす

ると、現在地を見失うのは、どこでも

同じ。練習会の名に恥じることなく、

たっぷりと練習させてもらいました。 

 

 

http://www.occn.zaq.ne.jp/osakaolc/ 

（横田実） 

 
A コース 

順位   氏名          所属         年齢 タイム 

 1  小林 康浩    大阪ＯＬＣ        36 0:56:06 

 2  大島 真謙    はぐれつタコ      26 0:57:08 

 3  津国 真敏    えびすで走る会    21 0:59:26 

 4  ペーターソン  スウェーデン      23 1:02:25 

 5  高橋 大輔    颪の会            25 1:05:26 

 6  能勢 晃司    京大ＯＬＣ        20 1:06:08 

 7  玉木 圭介    大阪ＯＬＣ        38 1:11:57 

 8  ビューラ      ＯＬＰ兵庫        42 1:23:56 

 9  森澤 樹里    大阪ＯＬＣ        22 1:34:10 

10  西村 徳真    ぞんびーず        20 1:34:45 

11  仲田 貴幸    関大ＯＬＤ        20 1:35:18 

12  村岡  悠    大阪市大ＯＬＣ    22 2:06:24 

13  谷垣 宣孝    ＯＬＰ兵庫        43 2:17:40 

14  小泉 俊朗    立命館大ＯＬＡ    19 

2:45:48 

    水野  恵    奈良女ＯＬＣ      20   Ｐ５ 

    内田  潔    碧南市            40   Ｐ８ 

    大西 廉平    ぞんびーず        21 ＤＮＦ 

    稲垣  完    西宮市            73 ＤＮＦ 

AS コース 

順位   氏名          所属         年齢 タイム 

 1  辻村  修    コンターズ        70 1:02:59 

 2  前田 春正    ＫＯＬＡ          59 1:04:32 

 3  横田  実    ＫＯＬＡ          41 1:04:56 

 4  笠井 泰自    大阪ＯＬＣ        69 1:05:57 

 5  中原 信一    大阪ＯＬＣ        46 1:15:31 

 6  入谷 健元    京大ＯＬＣ        19 1:16:13 

 7  御勢 健二    豊中ＯＬＣ        58 1:29:37 

 8  磯部 貞夫    ＯＬＰ兵庫        69 1:30:19 

 9  小嶋  裕    大阪ＯＬＣ        74 1:32:44 

10  杉本 知駿    立命館大ＯＬＡ    19 1:34:04 

11  長瀬 朋子    つるまいＯＬＣ    51 1:35:16 

12  金子 八三    桑名市            73 1:39:25 

13  藤井  豊    東淀川区          74 1:41:35 

14  四宮寿美子    豊中ＯＬＣ           1:49:05 

15  頓宮 秀徳    ＯＬＣ吉備路      46 1:52:46 

16  北川麻季子    立命館大ＯＬＡ    19 1:57:25 

17  赤松・室田    京大ＯＬＣ     2 名   2:06:44 

18  藤田  寛    大阪ＯＬＣ        69 2:14:39 

19  森  三郎    大阪ＯＬＣ        58 2:16:51 

20  鈴木・吉野    京大ＯＬＣ     2 名   2:21:14 

21  辻村 紀子    コンターズ        70 2:23:28 

22  荻野 宏美    京女ＯＬＣ        21 2:26:45 

23  湯上久美子    京女ＯＬＣ        19 2:28:44 

24  佐藤  馨    大阪ＯＬＣ        77 2:33:48 

25  小西 仁美    京女ＯＬＣ        19 2:39:09 

26  石原 孝彦    東淀川区          42 2:39:29 

27  入江 早起    京女ＯＬＣ        20 2:41:10 

    長沼 佑樹    チーム 10 本足      24   Ｐ１ 

    堀越 昭子    西宮市            61   Ｐ１ 

    川下･中瀬･中島京都橘大学ＯＬ 3 名     Ｐ５ 

    大木恵理子    大阪ＯＬＣ        29 ＤＮＦ 

    上田・牧野    京大ＯＬＣ     2 名   ＤＮＦ 

N コース 

順位   氏名          所属         年齢 タイム 

 1  岡口 一生    信太中学校           0:48:13 

 2  佐々木亮太    信太中学校        13 0:51:15 

 3  小島 裕実    立命館大ＯＬＡ 2 名   0:51:59 

 4  大久保雄貴    信太中学校        13 0:54:16 

 5  佐藤･小野原   立命館大ＯＬＡ 2 名   0:55:12 

 6  大杉 拓也    信太中学校        13 0:57:14 

 7  神田 凌佑    信太中学校           0:59:46 

 8  福田早友里    立命館大ＯＬＡ 2 名   1:07:11 

 9  岩崎 健太    大阪大学ＯＬＣ       1:08:58 

10  山田  凱    信太中学校           1:11:35 

11  村上  尭    神戸大ＯＬＫ   3 名   1:12:27 

12  玉木沙羅々    大阪ＯＬＣ     2 名   1:12:46 

13  柴田･細川     奈良女ＯＬＣ   2 名   1:12:49 

14  石崎 秀樹    立命館大ＯＬＡ 2 名   1:13:43 

15  河井 勇樹    信太中学校           1:14:37 

16  中 清行      神戸大ＯＬＫ   3 名   1:14:48 

17  植山 潔      関大ＯＬＤ        19 1:20:26 

18  日浅  巧    大阪大学ＯＬＣ       1:22:06 

19  南部 壮志    神戸大ＯＬＫ   3 名   1:23:30 

20  恒川          大阪大学ＯＬＣ 3 名   1:25:47 

 

新入生がいっぱい 
大会報告 

ＫＯＬＡ 

横田実 

平成 17 年 4 月 29 日 大阪ＯＬＣ 春の練習会 
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奈良公園でのオリエンテー

リング。若草山に登っての昼

食ポイントは、この大会なら

ではのものです。公園内の鹿

に追われながら… 

 

■ 奈良公園でのＯＬ ■ 
 

奈良市野外活動協会が主催する「オリ

エンテーリングのつどい」。題目には

『新緑の奈良公園を抜け若草山までピ

クニック！～風薫る５月、童心にかえ

って森の中を駆け抜けてみませんか？

～』とある。 

 この大会は、奈良市民に向けての家

族向けの大会です。その昔、オリエン

テーリングはレクリエーションとして

位置づけが強くて、のんびり歩くのが

主だったのですが、この大会は、それ

を範としたような大会です。スタート

とゴールが違うために、荷物を持って

移動しなければならないし、途中には

昼食ポイントが設けられていて、そこ

で休憩することが出来るようになって

います。 

 

■ 鹿を前にスタート ■ 
 

スタート枠前には、名物の鹿がうろう

ろ。コースは、若草山に登るまでの前

半４㎞がポイントＯ。昼食後の２㎞弱

がラインＯという構成です。前半のポ

イントＯは、奈良公園内をまわるコー

ス。ＡＢＣとあるが、ほとんど同じコ

ースで、まぁ、経験別にするだけの意

味ですね。 

 コースは、公園内のランニングコー

ス。そんなに迷うところはないのだが、

寺院が密集しているところでは、ちょ

っと戸惑うことがあったようです。 

 

 

■ 絶好の確認ポイント ■ 

 

 

テクテクと登った若草山。やっぱりこ

の登りはきつかった。この上で昼食ポ

イントですが、ここからの眺めは、や

っぱりいいですね。 

 オリエンティアとして、なんといっ

てもよかったのは、若草山の地形がは

っきりとわかりやすいこと。ご存じの

ように、若草山は木が少ないので、地

形が読み

やすい。し

かも今回

は、わかり

やすいと

ころにコ

ントロー

ルが置い

てあり、昼

食ポイン

トから確

認しやす

かったの

で、子ども

たちに説

明するの

は絶好の

場所でし

た。 

 テラスのことや、尾根と沢の確認、

植生界のことなどを見ながら確認する

のには、なかなかいいポイントでした。 

 

■ ラインを外れたラインＯ ■ 
 

後半のラインＯは、地図上のラインに

沿って進むと、３つのコントロールを

通過するというもの。ところが、この

ラインをはずしてしまって、コントロ

ールを見つけられなかった子がいまし

た。初めてのラインＯだったので、き

ちんとしたやりかたが、わからなかっ

たのでしょうね。 

Ａクラス  

1 城森 博幸 0:52:56   

2 加藤 太郎 1:01:30   

3 横田 実 1:05:42   

4 萩原 紘文 1:21:18   

 大久保 雄貴 1:48:56 P1  

 河井 勇樹 2:22:18 P3  

     

Ｂクラス  

1 狩田 達也 1:08:39   

 佐々本 亮太 1:45:57 P1  

 岡口 一生 2:14:17 P1  

     

Ｃクラス  

1 井上 雄喜 1:18:35   

2 山田 凱 1:25:10   

 

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

（横田実） 

 

昼食ポイントで一息 
大会報告 

ＫＯＬＡ 

横田実 

平成 17 年 5 月 8 日 奈良オリエンテーリング大会 



◎テーマトークのコーナー⑰「忘れ物」 
 

編者：永瀬 

 

＜横田＞ 

 忘れ物といっても、ほとんど現場に忘れたことがないので、思いつかないけど、

「持って行くのを忘れる」ということや「予定を忘れる」ということの多いなぁ。 

 昔は、電車の中に「傘」を忘れることが多かったけど、電車に乗ることも少なく 

なってしまったし。 

 

＜平山＞ 

 今までにいろいろと忘れ物をしてきましたが、その中で印象深いのは、中学

生の頃オリエンテーリングの大会に向かう途中で、電車の中にリュックサックを

忘れてきたことです。しばらく気づかなくて、電車は出発した後だったんですが、

横田先生が駅員の人に連絡して探してもらい、無事見つけてもらうことができ

ました。 

 最近、ぬけてるところがあるなあと自分で感じていましたが、この頃からだっ

たようです。 

 

＜永瀬＞ 

 よく忘れるのは、「眼鏡バンド」。年に１、２回、買っています。たぶん、大会の

会場に忘れているのだと思いますが、気づくのは、大会参加の準備をしている

ときです。以前は、大会会場でスタート前に気づいて、あわてて、コントロール

カード用のゴムひもで、代用したことがよくありましたが、電子パンチ全盛なの

で、そういう代替方法が通用しなくなりました。というわけで、事前の準備が重

要になっています。（忘れてこないことが先決ですが） 

 

 久々のテーマトークでしたが、いかがでしたでしょうか。次回より、テーマトークは、平山

君にバトンタッチします。よろしくお願いします。 

 

 平山君より 

 今年度から広報の役職になり、何かやらないといけないなあと思っていたとこ

ろ、永瀬さんよりテーマトークの復活、引き継ぎの話がありましたので快く引き受

けようと思います。 

 早速ですが、今月のテーマは「旅行」にしようと思います。 

 このＧＷ期間中、数年ぶりの家族旅行で福島に行って来ました。猪苗代湖あ

たりでは、今が桜の開花時期であっちこっちで桜が咲いてきれいでした。 

 このＧＷ中旅行に行かれた方の感想はもちろん、今までの旅行での体験談、

感想等以下のアドレスまでお願いします。 

 

E-mail:tomo_hirayama@yahoo.co.jp 

  



◎Ｒｅｓｕｌｔのコーナー 
 

2005/04/03第22回金沢大学ＯＬ大会at加賀海岸

ＭＥ-ＢfinalＡ(出走:正規 6＋参考 2) 

(参)山越 順平(おいぐす) 0:17:43 

 1 樽見 典明(三河OLC)  0:18:20 

 3 白川 努 (ＫＯＬＡ) 0:28:52 

ＭＥ-ＢfinalＢ(出走:正規 6＋参考 1) 

 1 藤沼 崇 (新潟大OC) 0:17:08 

 3 中村 貴史(杉風会)  0:18:30 

 

Ｍ４０Ａ(出走 18 名) 

 1 辻村 修 (コンターズ)0:40:32 

 4 前田 春正(ＫＯＬＡ) 0:45:24 

ＭＥ－Ｑ(出走：正規 23＋参考 4) 

(参)天谷 翔吾(おいぐす) 0:17:34 

 1 笹谷 淳一      0:17:42 

11  中村 貴史(杉風会)  0:21:55 

17 白川 努 (ＫＯＬＡ) 0:25:17 

 

2005/04/24第２４回笠岡市白石島大会

ＭＡ(出走 38 名) 

 1 諏訪 高典(ＯＬＰ兵庫)0:47:09 

30 前田 春正(ＫＯＬＡ) 1:46:35 

 

2005/04/29大阪ＯＬＣ春の練習会at天王山

ＡＳ(出走 32 名) 

 1 辻村 修 (コンターズ)1:02:59 

 2 前田 春正(ＫＯＬＡ) 1:04:32 

 3 横田 実 (ＫＯＬＡ) 1:04:56 

 

2005/04/29あいち都市緑化フェア県民ＯＬ大会at大高緑地 

ＭＡ(出走：正規 65＋参考 6) 

(参)田所 真之      0:35:12 

 1 三宅 文彦      0:39:30 

 5 中村 貴史(杉風会)  0:45:34 

ＭＡＳ(出走：正規 24＋参考 1) 

 1 紺野 俊介(横浜ＯＬＣ)0:23:21 

 8 永瀬 真一(ＫＯＬＡ) 0:42:57 

 

 

今年のクラブカップは、8/13 です。世界選手権の観戦、併設大会の参

加と組み合わせて、行きましょう 
 

    世界選手権      併設大会 

8/ 7(日)ミドル予選    ＜併設 Day-1(公認)ミドル：スタート 12:00～＞ 

8/ 8(月)ロング予選    ＜併設 Challenge-2 ロング：スタート 12:00～＞ 

8/ 9(火) 

8/10(水)開会式＆スプリント＜併設 Day-2(公認)スプリント：スタート 11:00～＞ 

8/11(木)ミドル決勝    ＜併設 Day-3(公認)ロング：スター13:00～＞ 

8/12(金)ロング決勝    ＜併設 Day-4(公認)ミドル：スタート 13:00～＞ 

8/13(土)休養日      ＜クラブカップ：スタート 8:30＞ 
8/14(日)リレー      ＜併設 Challenge-2 ロング：スタート 13:30～＞ 



第１９回

ＫＯＬＡナイト

オリエンテーリング大会

【日　　時】２００５年７月３０日（土）のナイト

【集合場所】深北緑地　管理棟下［河北東町交差点より黄色誘導テープあり］

　　　　　　　・ＪＲ学園都市線四条畷駅より西へ徒歩１５分

　　　　　　　・有料駐車場あります（第２駐車場に入れてください）

【受付時間】午後6時30分～7時　※ただし、豪雨時は公園が閉鎖となり中止になります。

　　　　　　7時30分　一斉スタート

【競技形式】フリーポイント－Ｏ　

【使用地図】深北緑地（ＫＯＬＡ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16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ＫＯＬＡウェブサイトをご覧ください。

翌日の第25回コンターズ練習会もよろしく！　　　　　
　　［会場：万博記念公園　辻村修　06-6836-5532　］

2006年1月3日　ＫＯＬＡ新春大会　岸和田とんぼ池公園で開催します



大阪府オリエンテーリング協会（案） 

第１章 総則 

（名称） 

第 １ 条  本 会 は 、 大 阪 府 オ リ エ ン テ ー リ ン グ 協 会 （ Osaka 

OrienteeringAssociation 略称「OOA」。以下「協会」という）と称する。 

（目的） 

第２条 協会は、大阪府におけるオリエンテーリングの普及振興を図り、府民

の健康体力づくりに寄与することを目的とする。 

（事務局） 

第３条 協会は、事務局をユースサービス大阪企画推進部に置く。 

（事 業） 

第４条 協会は、次の事業を行う。 

 （１）日本オリエンテーリング協会に対し、大阪府を代表する事項の処

理 

 （２）講習会および研修会の開催 

 （３）公認指導員資格認定事業の処理 

 （４）オリエンテーリングクラブの育成 

 （５）オリエンテーリングに関する調査研究 

 （６）オリエンテーリング大会の開催 

 （７）パーマネントコースに関すること 

 （８）地図およびテレインの管理等に関すること 

 （９）その他オリエンテーリングの普及に必要な事項 

（会 員） 

第５条 

１ 協会は、次の会員をもって構成する。 

 (1)普通会員…府内のオリエンテーリングクラブ等の団体 

 (2)公認指導員会員…(1)の団体に加入していないオリエンテーリン

グ・ 

ディレクターおよびインストラクター 

 (3)個人会員…(1)の団体に加入していない個人 

 (4)賛助会員…この協会に賛助する個人および団体 

 (5)名誉会員…この協会が名誉会員として認めた個人および団体 



 

（入 会） 

第６条 

１ 普通会員，個人会員，賛助会員は、所定の入会申込書に会費を添えて提

出し、理事会の承認を得なければならない。 

２ 年度途中であっても、会員として加入させることが望ましい者がある場合

は、 

これを理事会の承認を得て加入させることができる。 

（会 費） 

第７条 

１ 普通会員，個人会員，賛助会員は、別に定める本会規約の会費を納入し

なければならない。 

２ 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 

（資格の喪失） 

第８条 会員は、次の理由によって、その資格を喪失する。 

 (1) 公認指導員については、登録をしなかったとき。 

 (2) 普通会員，個人会員，賛助会員は、会費を 2年度分滞納したとき 

 (3) 除名されたとき 

（退会） 

第９条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出

しなければならない。 

（除名） 

第１０条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく違反する行

為があったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 

 

第２章 役員 

（役員） 

第１１条 

１ 協会に次の役員を置く。 

 会長 １名，副会長 若干名，理事 ２０名以内， 

 事務局長 １名，会計監事 ２名 

２ 会長及び役員については、会員の互選により選任する。（理事と会計監事

は相互に兼ねることができない） 



（任期） 

第１２条 役員の任期は、選任を受けた日から２年間とし、再任を妨げない。た

だし、任期満了日が通過しても後任役員が選任されない場合は、その任期を

後任役員が選任されるまで延長する。 

 

（職務） 

第１３条 

１ 会長は協会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

３ 理事は、理事会を構成し、会務を処理する 

４ 事務局長は、協会の事務を処理する 

５ 会計監事は、協会の事業及び資産の状況を監査する。 

 

第３章 会議の運営 

（会 議） 

第１４条 協会の会議は、総会及び理事会とする。 

（総 会） 

第１５条 総会は、会員をもって構成する。 

（総会の招集） 

第１６条 

１ 総会は、会長が招集する。 

２ 通常総会は、年１回開催する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

４ 会員の３分の１以上から、会議の目的である事項を示して請求があったとき

は、会長は速やかに総会を招集しなければならない。 

５ 総会の招集は、少なくとも総会の７日以前に、その会議の目的、日時及び

場所を書面をもって通知しなければならない。 

（総会の議長） 

第１７条 

１ 総会の議長は、会長または会長の指名したものがこれにあたる。 

２ 議長は総会を主宰し、その議事の進行を図り、議場の秩序を保持する。 

（総会の定足数） 



第１８条 

１ 総会は、会員の５分の１以上のものが出席しなければ開会することができな

い。 

２ 総会の議決は、出席会員の過半数の同意をもって決する。可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

３ 会員が総会に出席できないときは、書面をもって議長に議決権を委任する

ことができる。この場合、委任したものは出席したものとみなす。 

（総会の権能） 

第１９条 総会は、次の事項を議決する。 

  (1)役員の選出 

  (2)事業計画及び収支予算についての審議 

  (3)事業報告及び収支決算についての事項 

  (4)規約の改廃についての事項 

  (5)その他、本会の運営に必要な重要事項 

（理事会） 

第２０条 

１ 理事会は会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 理事会の議決は出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のとき

は議長の決するところによる。 

（理事会の権能） 

第２１条 理事会はこの規約に定めるもののほか、次の事項を付議する。 

  (1)事業の執行に関する事項 

  (2)総会に付議すべき事項 

  (3)その他、必要と認めた事項 

（監事の出席） 

第２２条 監事は理事会に出席し、その職務に関し意見を述べることができる。 

 

第４章 組織 

（専門委員会） 

第２３条 

１ 協会に次の委員会を置く。 

 （１）広報普及委員会 

 （２）事業委員会 



２ 必要に応じて、その他の専門委員会を置くことができる。 

 

 

第５章 協会の運営 

（会計） 

第２４条 協会の会計は、会費、事業収入及びその他の収入をもって充てる。 

（会計年度） 

第２５条 協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるも

のとする。 

第６章 補則 

（施行規則） 

第２６条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に

定める。 

（雑則） 

第２７条 この会則に定めない事項で、協会の管理及び運営に関し必要な事

項が生じた場合は、会長がこれを決定し、処理するものとする。 

 

［付 則］ 

 １．大阪府オリエンテーリング委員会規約は平成１７年５月  日をもって廃止

する。 

 ２．本規約は、平成１７年５月 日より施行する。 

 

会費規定 

普通会員…１１０００円とする。ただし、学生クラブについては半額とする。 



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
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)
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




