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ＫＯＬＡ　たそがれオリエンテーリング大会
2007年7月28日（土）　堺市・大泉緑地

恒例となっていたＫＯＬＡのナイトＯ。諸般の事情があり今年はＫＯＬＡ初のた

そがれＯとして夕方に開催。このくそ暑い夏の時期、涼しい夕方にオリエンテー

リングを楽しもうともくろみましたが…。

■　初めてのたそがれＯ　■

　暑い夏が続いています。例年

ＫＯＬＡの恒例行事としてナイ

トＯを開催していましたが、片

づけがばたばたとなり、参加者

も帰宅が遅くなると言う理由

で、今回は夕方開催の「たそが

れＯ」に変更してみました。参

加者は、例年とほぼ変わらず２

６組２８名参加。おそらく来年

度もこの形式で行いますので、

よろしくお願いします。

■　それでも暑い夕方　■

夕方開催で、ちょっとは涼しくなることを期待していたので

すが、昼間と比べると若干涼しいかなというぐらい。まだま

だ暑いですね。でも、かんかんでりのなかで走るよりも、気

持ちよかったのではないでしょうか。

■　フリーポイントＯ　■

今回は、フリーポイントでの一

斉スタート。わかりやすく、早

く帰ってきた者勝ちです。クラ

ス別にコントロールの数を変え

て、対応しました。

　中央部分に池があるので、そ

こをどう回避して効率よく回る

のかがポイントです。スタート

位置から近いのが　３１，３



２，３７。そこから、どう回ったのでしょ

うかね。優勝タイムは、２５分ぐらいだろ

うと考えていたので、まずまずのコース設

定でした。

　僕が試走で走ったときは、３７→３２→

４５→…と南回りでいったのですが、参加

者の方はどうだったのでしょうか。

■　終わった後は…　■

　今回は、スタッフ用に作ったビブスの

初登場。スタッフが誰かわかりやすかっ

たのではないでしょうか。また、ＫＯＬ

Ａ応援用小旗も試作。発電機も府大会用

に購入。待ち時間にＤＶＤを見られるよ

うにコンパクトプレーヤーも用意といろ

いろ試しにやってみました。また終わっ

た後はメンバーで軽く焼きそばパーティ

ー。これからも、ＫＯＬＡをよろしくお

願いします。

クラス 順位 氏名 所要時間
Ｎ 1 中川　真幸 0:17:58
Ｎ 2 糸岡　洸樹 0:19:36
Ｎ 3 池田　勇太 0:21:56
Ｎ 4 逸崎　智也 0:22:11
Ｎ 5 岡崎　崇 0:23:45
Ｎ 6 岡田　三貴也 0:30:36
Ｎ 7 板谷　智史 0:40:14
ＭＶ 1 谷　秀司 0:25:18
ＭＶ 2 小國　英男 0:55:49
ＭＳ 1 川口　洋 0:37:23
ＭＳ 2 板谷　祐樹 0:38:09
ＭＡ 1 佐藤　一平 0:27:12
ＭＡ 2 城森　博幸 0:28:43
ＭＡ 3 栄森　貴久 0:28:57
ＭＡ 4 板谷　日出男 0:32:38
ＭＡ 5 城山　勉 0:33:18
ＭＡ 6 稲田　元樹 0:33:32
ＭＡ 7 仲田　貴幸 0:36:58
ＭＡ 8 山田　知度 0:37:41

ＭＡ 9 杉山　一男 0:38:55
ＭＡ 10 西村　悟史 0:39:51
Ｇ 1 堀端和彦・中辻典子 0:20:35
Ｇ 2 板谷　梨子 0:33:13
Ｂ 1 川口　長 0:35:25
Ｂ 2 安本　拓朗 0:36:57
Ｂ 3 高橋　祐耶 0:52:13



アジア選手権の開催について 
（社）日本オリエンテーリング協会 

正会員各位 
 

（社）日本オリエンテーリング協会 
 専務理事 村越真 

 
 2006年 12月に香港で開催されたアジア地域の IOF加盟国会議で、2008年よりアジア選
手権を開始することが決定されました。2008年は韓国での開催で、APOCと併催となりま
す。 
 アジア選手権は、IOF の地域選手権の一部を担うものです。地域選手権としてはヨーロ
ッパ、オセアニアですでに開催されていますが、アジア地区での開催はオリエンテーリン

グの世界への普及を一層アピールするものとなります。アジア選手権は隔年開催のため、

次回は 2010年の開催となりますが、日本での開催が内定しています。また、この大会でも
APOCとの併催となる可能性は低くないものと思われます。 
 本大会の正式な開催規則は未制定ですが、ミドル、スプリント、ロング、リレーの４種

目の開催を予定しています。また、IOF の国際大会として、アジア外からの選手の参加も
相当数予想されます。 
 JOA では、本大会の開催の主管にあたる正会員を募集しております。ひとつの会員単独
でも、隣接会員による共同主管のいずれでも受け付けます。応募が多い場合には、個別に

予定する開催概要をうかがいながら、調整いたします。 
一次募集の締め切りは本年８月末とします。本大会についての詳しいお問い合わせは専

務 理事  村 越 ま でお 願いしま す（電話 ： 054-334-9754 ま た は電子メ ール

ehsmura@ipc.shizuoka.ac.jp） 
 



                                 平成 19 年 5 月 26 日 
              社団法人日本オリエンテーリング協会 

                総 会 議 事 録 

 

１ 開催日時  平成 19年 5月 26 日（日） 13 時 00 分―15 時 25 分 

２ 開催場所  東京都渋谷区宇田川町３８番４号 

大向区民会館 会議室１、２ 

３ 出席会員  市川公男（福島） 藤井範久（茨城） 関根英尊（栃木） 悴田正也（群馬） 

山口征矢（埼玉） 中山 孝（東京） 鈴木英一（神奈川） 酒井寛（山梨） 

元木 悟（長野） 坂本太郎（静岡） 小野盛光（愛知） 

久保喜正（京都） 櫻内保幹（島根） 小山宏之（山口） 伊藤好信（愛媛） 

                           以上 15名 

欠席会員 （北海道）（山形）（青森）（岩手）（宮城）（秋田）（千葉）（新潟）（富山） 

（石川）（福井）（岐阜）（三重）（滋賀）（兵庫）（大阪）（奈良）（和歌山） 

（岡山）（広島）（徳島）（香川）（高知）（福岡）（佐賀）（長崎）（大分） 

                   以上 27名（うち委任状提出 16名） 

  その他の同席者 

 ＜会長＞ 長谷川純三  ＜副会長＞橘 直隆  ＜専務理事＞ 村越 真 

   ＜理事＞ 船橋昭一 尾上俊雄 上田泰正 神谷晴夫  ＜監事＞ 齋藤和助 

   ＜事務局長＞ 尾上秀雄（記録）     

   ＜傍聴者＞ 高村卓 杉本光正 佐藤信彦 山下友宏 山口敏夫 浅川章三 

一木昭男 安斎清俊 佐々木道昇 以上 18 名 

４ 総会開催定足数確認  会員総数 42、有効出席会員 31名（委任状を含む） 

定款第 26条による総会開催定足数 21 を満たした。 

５ 開会 定款 24条に基づき長谷川会長が議長となり、挨拶の後開会した。 

６ 議事録署名人指名 関根英尊（栃木県協会）、悴田正也（群馬県協会）両氏を、議事録署名人

に指名の提案があり了承された。 

７ 議案審議 

 １号議案 平成 18 年度事業報告および決算報告（案）の承認 

村越専務理事から、理事会で修正された以下の項目を含めて議案書の説明が行われた。 

・ 日本体育協会および JADA に加盟を継続したことを追加 

・ 強化委員会が表記上、選手強化特別委員会になっているところを修正 

・ 事業報告の 5.7 の前に「JOA Official Partner 2005-2006 を実施、事業協賛を得た」

の行を追加 

・ スキーＯ委員会の報告が抜けているので追加すること 

  齋藤和助監事から５月９日に実施した監査の結果、適正であるとの報告がなされた。 



  会員からの以下のように議案書を修正することが提案され、了承された。 

  〔Ⅱ〕処務の概要のⅡ契約に関する事項において 

・ 行事賠償責任保険の契約先の明示 →ＡＩＵを追加 

・ 猿渡裕子氏の肩書の明示     →公認会計士・税理士を追加 

  以上の修正を加えて、１号議案は全会一致で承認された。 

 ２号議案 定款細則の制定 

  橘副会長から、定款改定は文部科学省の指導を受けながら登録手続を進めていることが報告

され、その指導による修正は総会の決議を逸脱したものでないことを確認した。定款細則案

に関しては、理事会で修正された項目を含めて説明が行われた。 

・ 第５条の「東北北海道ブロック」を「北海道東北ブロック」と修正 

・ 第６条（登録クラブ）は 

「登録クラブは、会員の統括地域内に本拠を有し会員の承認を得たものをいう。」 

のみとし以下の文は削除 

・ 第８条（委員会）の委員会名称変更（活動範囲は従来と同じ） 

総務委員会：従来の広報委員会、財務委員会、組織強化委員会をまとめたもの 

競技委員会：従来の競技専門委員会から専門の文言を削除したもの 

  会員からの以下の修正案が出され、了承された。 

・ 第２条の「もしくは委員会」を削除 

・ 第２条の「その統括地域内における・・・オリエンテーリング者を代表する。」を 

      「その統括地域内でオリエンテーリング活動を行う者、およびその主旨に 

賛同する者をもって構成し、それらを代表する。」に修正 

・ 第５条の「以下の会員」を「以下の都道府県に存在する正会員」に修正 

・ 第５条の「地域内の会員」を「地域内の正会員」に修正 

・ 第５条の「（カッコ内は未加入）」および表中のカッコを削除 

  以上の修正を加えて、２号議案は全会一致で承認された。 

 ３号議案 役員改選 

  役員改選申し合わせにより推薦された以下の候補者リストに基づき、第９期の理事（15名）

と、監事（2名）が全会一致で承認された。 

   ＜ブロック理事推薦＞（９名） 

  信原 靖 （北海道東北） 藤井 範久（北関東）  山下 友宏（関東甲信越） 

  佐藤 信彦（首都圏）   小野 盛光（東海）   山口 敏夫（北陸） 

  尾上 俊雄（近畿）    櫻内 保幹（中国四国） 浅川 章三（九州） 

＜学識経験理事推薦＞（６名） 

       長谷川 純三  久保 喜正  橘 直隆  村越 真 

       船橋 昭一   上田 泰正 

＜監事推薦＞（２名） 

       齋藤 和助   鈴木 健夫 



 ８ 理事会報告 

第６１回理事会の内容が報告された。 

1)会員退会の扱いについて（村越） 

退会届が提出された高知県は当面保留、熊本県は退会とする。 

会員からこの報告に対し、再入会時の入会金に対する便宜の検討要請があった。 

2)競技関連規程の改定について（村越） 

 平成 19年 5月 26 日改定の競技関連規程の概要が紹介され、本文が回覧された。 

3)新事業基金およびスキーO特別会計について（船橋） 

 新事業基金を新たに開始することが紹介された。原資は 574,970 円。 

 またスキーO世界選手権の資金調達のために特別会計を立ち上げる。 

 酒井氏（山梨県）より、基金は目的に合わせて集めること、回収できなかった時の処理

を十分検討し、確実に行うことなどが要請された。 

９ 討議事項 

   JOA の財政構造の改革に関して村越専務理事から問題提起がなされ、会費／組織育成費、

登録料に関する具体的な提案から、将来ビジョンに基づいた施策の必要性など、短時間で

はあったが幅広く活発な議論が行われた。 

今後も継続的に、joa-opinion@hear.to で意見を収集する 

10 閉会 

以上 

 

平成 19 年 5 月 26 日       

                         社団法人 日本オリエンテーリング協会 

      

議事録署名人    関根 英尊 

 

 

                                  印   

 

議事録書名人    悴田 正也 

 

 

                                  印   

 

総会議長      長谷川 純三 

 

 

                                  印   



ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

8/12 東大夏場所第4戦[要項] [東京.青梅]

8/12 オリエンテーリングを楽しもう！(1日目)[要項] [埼玉.滑川]

8月から 静岡サマーチャレンジ2007[要項] [静岡.富士]

5/12 MTB-O世界選手権(MTB-O WOC2007)[要項] [チェコ.NoveMestonaMorave]

8/15-18 早大OC夏の陣＜4日練名称変更＞ 0

    8/15 早大OC夏の陣1日目[要項] [東京.青梅]

    8/16 早大OC夏の陣2日目 0

    8/17 早大OC夏の陣3日目[要項] [神奈川.横浜]

    8/18 早大OC夏の陣4日目[要項] [埼玉.]

8/18-19 大阪OLC夏合宿[要項] [長野.駒ヶ根]

8/18-26 世界選手権(WOC2007、WTOC2007、併設大会)[要項] [ウクライナ.キエフ]

8/19 いばらき大会[要項] [茨城.笠間]

8/22 トレイルO大会 [長崎.雲仙]

8/25 オリエンテーリングの集い[要項] [宮城.仙台]

8/25 [JOA]第1回コントローラ研修会[要項] [広島.]

8/25-27 練馬OLC夏合宿[要項] [山梨.]

8/26 岡崎OL教室第5回＜練習会併設＞[要項] [愛知.岡崎]

8/26 [JOA]インストラクター養成講師講習会[要項] [広島.広島]

8/26 オリエンテーリングを楽しもう！(2日目)[要項] [埼玉.滑川]

1/2 第22回吉備路ナイト＆デイ大会[要項][締近] [岡山.岡山]

9/2 オリエンテーリングを楽しもう！(3日目)[要項] [埼玉.滑川]

9/8 [JOA]第2回コントローラ研修会[要項] [宮城.仙台]

9/9 [JOA:B][NR]東北大100周年記念第30回東北大大会[申込][要項] [宮城.仙台]

9/15-17 駒ヶ根3daysナビゲーションフェスティバル(含む[JOA:S])[要項][締近] [長野.駒ヶ根高原]

    9/15 1日目/[JOA:S][NSR]スプリントO 0

    9/16 2日目/池山マウンテンマラソン、高原OL、トレイルO 0

    9/17 3日目/第14回クラブカップ7人リレー大会 0

9/17 ファミリー初心者OL&撤収OL大会[要項] [福岡.北九州]

9/22-24 ジャパンロゲイニングチャレンジ2007[申込][要項] [長野.菅平高原]

9/23 大阪OLC3ステージイベント[要項] [大阪.堺]

Ａｉｍｉｎｇ
北海道での全日本大会も終わって、いよいよ３月には大阪で開催。その準備でどたばたして
いますが、まだまだなところが多く…。僕も広報担当として活動していかないとダメなんで
すが、時間が…。迷惑をかけないように頑張ります。


