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ＫＯＬＡの総会の「ついで」

に行われる４月の大会。和歌

山の杉村公園から、本拠地の

中央公園に変更して２回目

です。桜も綺麗に咲いていて、

初心者に優しい大会です。 

 

■ ミニパークＯ ■ 
 

 岸和田中央公園は、ＫＯＬＡの本拠

地である岸和田にある、元競馬場跡を

利用してこぢんまりとした公園です。

今回も、フリーポイントとしてコース

を組みましたが、経験者なら１０分程

度で回ってこられるところです。 

 この大会の趣旨としては、“小学生

でも安全に楽しめて、喜ばれる大会”

です。コースは同じなんですが、クラ

スを多くして表彰状を多く発行してい

ます。でも、肝心の子どもたちの参加

が少ない。ここらあたりは、重点課題

ですね。 

 

■ 怪我には注意 ■ 
 

この大会で、残念なことが一つあり

ました。Ａクラスで参加した根本さん

が、公園の低い足下の柵にひっかかっ

て転倒し、怪我をしてしまったことで

す。幸い、大きな怪我ではなかったの

ですが、すり傷だらけで絆創膏を貼り

まくっていました。競技も結局棄権に。

先日は、オリエンテーリングにおける

危機管理や救助態勢が問題にもあがっ

ていましたが、こういうときにきっち

りと対応できるようにしておかないと

いけませんね。 

 

■ 花見には最適？ ■ 
 

 この時期と言えば、やっぱり桜。今

回も天気に恵まれ、素晴らしいお花見

日和。桜広場では、多くの宴会が開か

れていました。オリエンテーリング大

会の参加者から、「花見を兼ねてやり

たいね」という声が上がっていました。

次回は、お花見弁当付き大会かも？。 

 

 

 

 

（横田実） 

 

桜花！岸和田市民大会 

 
大会報告 

ＫＯＬＡ 

横田実 

平成 18 年４月９日 岸和田中央公園 

名前 所用時間 P
男子上級

1 谷村　正樹 0:12:26
2 山崎　貴幸 0:14:27
3 板谷　日出男 0:15:02
4 阪本　博 0:15:20
5 小八重　善裕 0:15:30
6 辻村　修 0:18:46
7 池田　辰雄 0:18:50
8 中原　信一 0:21:15
9 根本　雅昭 ＤＮＦ P11

女子上級
1 辻村　紀子 0:33:57
2 池田　富子 0:34:33

女子初級
1 村山　紀子 0:43:05
2 後藤　育余 0:43:31

一般組
1 石倉義昭・章子 0:39:16
2 服部規加・池田松代 0:41:29

家族組
1 前川　公平・明香里 0:31:27
2 板谷　梨子・美穂 0:45:03

小学生男子
1 板谷　智史 1:00:36

中学生男子
1 板谷　祐樹 0:21:20
2 安本　拓朗 0:26:16
3 後藤　彬宏 0:26:17
4 田中　聖也 0:48:51
5 山田　悠矢 0:49:26



 

 
 
 
 
 
近畿６府県で行われるパー

クＯツアー。この京都大会で

最終戦ですが、総合優勝に輝

くのは… 

 

■ 微地形に挑戦 ■ 
 

 僕個人として、この公園を走るのは、

'04 年のウエスタンカップ以来。この公

園は、南部は野球場などの球技場が整

備された部分だが、北部は里山として

残るオリエンテーリングをするには、

楽しい公園です。 

 しかし、今回はパークＯということ

もあり、北部地区はあまり使わず、中

部から南地区の微地形を使ったコース

になっていました。 

 

特に後半は、狭い地区に５つのポイン

トが集中している。しっかり見ると大

丈夫なのだが、沢を読み間違えると最

悪。せっかく順調にいっていたのに、

僕は１１番で行きすぎてしまって、現

在地を確認するのに１０分ほどうろう

ろしてしまった。すぐ近くに、基準と

出来るものがたくさんある公園なのに、

無駄なことをしてしまいました。 

 

■ ２つの年間レース ■ 
この大会はパークＯと、もう一つ、京

都カップ３回戦の最終戦でもありまし

た。パークＯと同じく、このように一

つの大会だけの成績ではなく、連続し

た大会での年間成績を競うのも、オリ

エンテーリング界の活性化につながる

と思います。 

2005 年度年間チャンピオン  
MA 松澤俊行（三河 OLC） 

WA 松本知佐子（T.Zebra）  

MS 瀧川英雄（ふるはうす） 

WS 奥田裕子（大阪 OLC）  

MV 澤地實（大阪 OLC） 

WV 石田美代子（愛知 OLC） 

■ ＧＰＳの講習会 ■ 
 

今回は、レースもさることながら、そ

の後に行われたＧＰＳ講習会がなかな

か興味深かった。その時の感想を箇条

書きにまとめてみました。 

・新たな調査あるいは全面的なリメイ

クにお勧め 

・オブジェクト(点、線、面)に、属性

を持たすことができる。 

・あらかじめおもな属性を作っておく 

・１番の道、２番の道のように 

・調査中に、新たに属性を追加するこ

とも可能 

・OCAD に取り込んで、GPS で記録した

オブジェクトを地図記号に変換するこ

とができる（トレースの必要なし）。下

絵として取り込んで、トレースするこ

とも可能 

・費用は、基本料金\10,000＋実使用日

数×従量単価(\1,000 か\2,000) 

・公園マップなら調査は、４日で終わ

る 

・あてになる原図がないときは、非常

に役立つと思う。 

 

興味がある方は、是非お問い合わせく

ださい。 

 

（横田実） 

 

 

 

 

 

 

http://www.geocities.jp/park_o_k

ansai/index.htm からの転記 

 

MA  

 第４戦から参戦した松澤俊行（三河

OLC）が最終戦を制し、大逆転で２年ぶ

りに年間チャンピオンに返り咲いた。 

最終戦２位の大西康平は（ぞんびー

ず）年間ポイントも同じく２位。両者

の差は１ポイントなので、最終戦の順

位が入れ替われば年間順位も入れ替わ

るところであったが、最終戦のタイム

差は２分と大差が付いた。 

 ３位は第５戦まで１位だった小林

康浩（大阪 OLC）。最終戦を欠場してし

まい、４位の大嶋真謙（OLP 兵庫）とと

もに順位を２つ落としてしまった。 

 大嶋と同点４位の中村貴史（杉風

会）は、上位３レースに限定しない年

間獲得ポイントでならトップ。最終戦

では堂々３位と個人にとっての年間最

高順位をとっており、来年の戦いぶり

に期待がもてる。 

 

パークＯツアー IN 関西 

 
大会報告 

ＫＯＬＡ 

横田実 

平成 18 年 3 月 5 日 山城総合運動公園公園センター 



◎Ｒｅｓｕｌｔのコーナー 
 

2005/03/05  2005京都カップ第3戦兼パークＯツアー in関西 京都大会 at 太陽が丘

ＭＡ（37名） 

 1 松澤 俊行(三河ＯＬＣ)0:21'01" 

 3 中村 貴史(杉風会)    0:26'07 

13 平山 友啓(ＫＯＬＡ) 0:31:23 

24 横田 実 (ＫＯＬＡ) 0:39'17" 

 

 

ＭＳ（23名） 

 1 瀧川 英雄(OLCふるはうす)0:23'27" 

 9 永瀬 真一(ＫＯＬＡ) 0:32'09" 

ＭＶ（15名） 

 1 小八重善裕(鈴亀ＯＬＣ)0:20'30" 

 8 前田 春正(ＫＯＬＡ) 0:35'15" 

10 寺田 保 (ＫＯＬＡ) 0:39:32 
 

2005/03/11 2005年度日本学生OL選手権大会(ミドル・リレー)併設大会愛知OL2日間大会 

ＬＯＮＧ２（出走47名) 

 1 高橋 善徳(みちの会) 0:33:01 

 4 中村 貴史(杉風会)  0:41:48 

Ｍ５０（出走10名) 

 1 岡野 英雄(愛知ＯＬＣ)0:45:39 

 3 前田 春正(ＫＯＬＡ) 0:49:26 

 

2005/03/11 2005年度日本学生OL選手権大会(ミドル・リレー)併設大会愛知OL2日間大会 

ＯＲＬ(28チーム) 

木酢会(生中) 石澤 俊崇 紺野 俊介 安井 真人 

2 0:31:19 2 3 0:30:39 1 1 0:35:02 4 1       1:37:00  
   0:31:19 2  1:01:58 1  1:37:00 1 

杉風会 谷村 正樹 中村 貴史 愛場 庸雅 

1 0:47:59 17 3 0:36:20 4 2 0:50:36 18 13      2;14:55  
 0:47:59 22  1:24:19 15  2:14:55 13 

 ＯＳ（13 名） 
  1 瀬口 洋治(ＯＬＣルーパー)0:31:56 
   4 前田 春正(ＫＯＬＡ)   0:46:14 
 

2006/03/25 全日本前日ツーイベント大会スプリント大会at矢板市運動公園 

Ｍ５０(出走12名) 

 1 磯部 貞夫(ＯＬＰ兵庫)0:30:09 

 5 前田 春正(ＫＯＬＡ) 0:32:10 
 

2006/03/26 第３２回全日本オリエンテーリング大会at前高原、下野軌道敷跡(栃木県矢板市、塩谷町) 

Ｍ２１ＡＳ(出走42名) 

 1 土井 聡(ＥＳ関東Ｃ) 0:46:58 

11 平山 友啓(ＫＯＬＡ) 0:56:28 

Ｍ３５Ａ(出走28名) 

 1 香取 伸嘉(京葉ＯＬＣ)1:05:37 

14 永瀬 真一(ＫＯＬＡ) 1:33:41 

Ｍ５５Ａ(出走28名) 

 1 清水 春夫(川口市役所ＯＬＣ)0:44:46 

23 前田 春正(ＫＯＬＡ) 1:06:56 

ＯＡＬ(出走18名) 

 1 小林 隆昭(千葉大ＯＬＣ)0:41:41 

13 白川 努 (ＫＯＬＡ) 1:07:08 



２００６年度ＫＯＬＡ総会 
［総会参加者］横田，寺田保，永瀬，平山， 
＜岸和田オリエンテーリング協会 ２００５年（平成１７年）度 活動報告＞ 
【１】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 
     ３７組の参加 
    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 
     ２７組の参加 
    ８月１３日（土） クラブカップ７人リレー 
 白川 努 河内谷 名保子 永瀬 真一 寺田 保 松田 ヤエ 平山 友啓 中村 貴史，（前田） 
   １１月２７日（日） 西日本大会 
    豊中＋KOLA夏合宿も兼ねて参加 
 2005年１月３日（火）  ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会 とんぼ池公園 
     ６４組７３名の参加 
     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 
     ４チームの参加！ 
    １月２２日（日） 近畿ＯＬＣ連絡会       滋賀県 
    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 
【２】会議等 
  ・総会          …2005年４月１０日（日） 
  ・運営＆編集会議     …毎月最終水曜日に開催 
  ・府ＯＬ協会       …横田 
  ・近畿ＯＬ連絡会     …寺田保，前田 
  ・ＫＯＬＡ－ＭＬの活用による意見交換 
 
 
 
 



【３】広報活動 
  ・会報『ＫＯＬＡ』の発行 年間１２回 （発行部数５０部＋α） 
    2005年４月 11日 Ｎｏ．258 ～ 2006年３月３日 Ｎｏ．269 
  ・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   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。 
 
 
 
【５】会計報告 
 ※ 別紙 ※ 
   購入検討品 … 発電機，スタッフ用ビブス 
 



岸和田オリエンテーリング協会 2006 年（平成 18 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３１年目です。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。ＫＯＬＡも僕が会長になってからは、常にこの精神を大切に考えてきま

した。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。 
 昨年度は世界選手権も日本で行われ、大いに盛り上がりました。また府としての

組織である委員会も協会へ移行し、より実質的な活動になるでしょう。上位組織の

ＪＯＡも大胆な改革の真っ直中にあります。ＫＯＬＡが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 ２００６年度総会 平成１８年４月９日（日）  
       ２００７年度総会 平成１９年４月８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……・大阪府ＯＬ協会及び府民大会実行委員会への参加。 
       ・近畿ＯＬ連絡会への参加。 
       ・その他、必要と認められる会議。 



【２】行事等 
 2006年４月 ９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 ２日（日）？ 近畿ＯＬＣ連絡会 ？ 
    ８月 ５日（土） ＫＯＬＡナイトＯＬ大会 大仙公園 
    ９月１８日（月） クラブカップ７人リレー 
   １１月 ３日（金） 大阪府民ＯＬ大会兼パークＯ 万博公園 
   １１月２６日（日） ウエスタンカップ 広島 
 2007年１月 ３日（水）  ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会 錦織公園 
    １月 ７日（日）？ 大宮校区子供会ＯＬ指導＆主管 中央公園 
    １月２２日（日）？ 近畿ＯＬＣ連絡会       ？ 
    ４月 ８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 
  ※合宿については、今後の検討課題とする。 
 
【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   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協会理事（１名） 
   横田 実                     ２００７年４月 
    ※ 参加は、他の役員も交代で行う。 
 
村橋さんの引退宣言により、幹事から名前を外す。 
また、府協会への移管により、「委員」ではなく「理事」として会長がその任に着

く。ただし、代理として他の会員が参加することはかまわない。 
 



 
【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。 
 
【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。 
 
［競技者登録について］ 
競技者登録は、クラブ員はまとめて登録するので、総会までに登録の意志を伝え、

登録費をクラブ費とともに納入しなければならない。 



 

第２０回 

ＫＯＬＡナイト 

オリエンテーリング大会 
【日  時】２００６年８月５日（土）のナイト 
【集合場所】大仙公園 
       ＪＲ阪和線百舌鳥駅より誘導テープあり（黄色） 
        小雨決行，荒天中止 
【受付時間】午後 6時 30分～7時  7時 30分スタート 
【競技形式】フリーポイント－Ｏ 
【使用地図】大仙公園（ＫＯＬＡ作成。New Map） 
【ク ラ ス】MA，WA，MB,WB,G（グループ） 
     Ｍクラスは男性，Ｗクラスは女性が対象です。 
     (MA,WA) と (MB,WB,G) が同一コースとなります。 
     Ｇクラスは、オリエンテーリング経験者と組むようにしてください。どのクラスも年齢無制限です。 
【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 15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】他にＫＯＬＡ杯を設定して対象者に賞品が与えられます。 
      詳しくは当日、発表します。 
      今回の無料招待者は以下の５名ですが、必ず事前申し込みをしてください。 

       2005 年ナイト KOLA 杯獲得者 … 板谷日出男,松本知佐子 

       2006 年新春 KOLA 杯獲得者  … 小林康浩,加納尚子 

               永年招待者 … 佐藤政明  



ＫＯＬＡへ入会して、　　　　　
　　　　一緒に楽しみませんか？

【　岸和田オリエンテーリング協会　】

　大阪の泉州地方のオリエンテーリングの愛好会「岸和田オリ

エンテーリング協会」（略称ＫＯＬＡ）では随時会員を募集し

ています。各地のオリエンテーリング大会へ一緒に参加して楽

しんだり、大会を運営したりと、“自分で楽しめることをやろ

う”をモットーに活動しています。オリエンテーリングを楽し

みたい方は、是非、ご入会下さい。

　年会費４０００円（学生割引やリレー大会への補助など、特典も多数あり）

【活動内容】

　・各オリエンテーリング大会への参加

　・オリエンテーリング大会の運営

　　　　　　　　　　　　　［年３回程度］

　・連携大会への運営協力

　　　　　［府大会，ウエスタンカップ，一斉大会など］

　・メーリングリストでの情報交換

　・月１回発行の機関誌「ＫＯＬＡ」発行

　・ウェブサイトによる広報活動

　　　　　　　　その他、いろいろ＼(^_^)／

【会員構成】

　２００６年１月現在　１５名

　　　Ｍ６０…１名，Ｍ５０…５名，Ｍ４０…１名，Ｍ３０…１名，Ｍ２０…３名

　　　Ｗ２０…４名

【入会の申込み】

　申込み，問い合わせは、下記までお願いします。

　　　　　　　　　　　〒583-0033　藤井寺市小山九丁目１２－２２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岸和田オリエンテーリング協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　横田実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 　090-4299-2997
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail : mail@kola.club.ne.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Web-site　 
http://www63.tok2.com/home2/kola/



ＯＬカレンダー 
年月日   大会名ほか  
4/16 三河高原WOC2005メモリアル・ロゲインオンライン申込 [愛知.新城]  
4/16 第 20回新潟大大会 [新潟.五泉]  
4/22 横浜 OL4月練習会 [神奈川.横浜]  
4/22-23 強化合宿 [愛知.豊田]  
4/23 第 4回茶の里いるま大会 [埼玉.入間郡]  
4/23 第 25回笠岡市 OL大会 [岡山.笠岡]  
4/23 平尾台 OL大会 [福岡.平尾台]  
4/23 みやこ OLC20周年記念リベンジ大会 [京都.京都]  
4/29 海の中道海浜公園大会 [福岡.福岡]  
4/30 大阪 OLC春の練習会 [京都.大山崎町・長岡京市]  
5/3 春の松江大会 [島根.松江]  
5/4 スコラ高原大会 [広島.庄原市]  
5/4 Park-O Tour HOKKAIDO 2006 第 1戦 [北海道.恵庭]  
5/5 第 12回根の上高原つつじまつり OL大会 [岐阜.根の上高原]  
5/5 OLC吉備路発足記念大会 [岡山.岡山]  
5/6 東海クラブカップリレー [愛知.新城]  
5/6-7 トレイル O普及員養成講習会 [東京.渋谷区]  
5/7 愛知県民大会 [愛知.新城]  
5/13 コントローラ研修会 [東京.渋谷区]  
5/14 2006年度関西学連第 1回定例戦 [京都.宇治]  
5/14 第 13回国民健康オリエンテーリング大会 [韓国.京畿道光明市]  
5/21 第 5回東京 OLクラブベテランズ大会 [埼玉.さいたま]  
5/21 トレイル O九州大会 in大村 [長崎.大村]  
5/21 第 26回阪市戦 [京都.京都]  
5/21 サン・スーシ春の OL大会 [神奈川.秦野]  

Ａｉｍｉｎｇ 
最近、オリエンテーリング界では「改革」が進んでいます。本家本元のＪＯＡや府

協会の再編など。どのようにオリエンテーリング楽しむか、みんなが楽しめるよう

な有意義な改革をしていきましょう。 




