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２０１８年度ＫＯＬＡ総会 
 
＜参加会員＞横田実，前田春正，寺田保，寺田強，永瀬真一， 
      村橋和彦，平山友啓，中村憲，実藤俊太，高椋章太，瀬尾峻汰，直井萌香 
＜欠席会員＞白川努，村上澄代，河内谷名保子，嶋津沙織，奥野有弓，藤本拓也， 
 
＜岸和田オリエンテーリング協会 ２０１７年（平成２９年）度 活動報告＞ 
【１】行事等 
 2017 年４月１５日（土） 年次総会  喫茶「ちえぶくろ」 
    岸和田市民大会  岸和田中央公園 
    ７月２９日（土） ＫＯＬＡたそがれ大会 とんぼ池公園 
    ８月 ５日（土） 近畿ＯＬ連絡会  京大（学連主催） 
   11 月２６日（日） クラブカップ７人リレー 長野県 

    12 月 ３日（日）  全日本リレー      香川県 
 2018 年１月 ３日（水） ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会 大仙公園 
    １月 ７日（日）  大宮校区子供会ＯＬ指導＆主管 岸和田中央公園 
    １月２７日（土） 近畿ＯＬ連絡会     京都府協会 
    ２月１８日（日） ウエスタンカップリレー 万博公園 
    ４月１４日（土） 年次総会  喫茶「ちえぶくろ」 
    岸和田市民ＯＬ大会 岸和田中央公園 
 

【２】会議等 

  ・総会            …2017 年４月１５日（土） 

  ・運営＆編集会議       …毎月最終水曜日に開催 

                   ただし、2017 年度は実施せず 

  ・府Ｏ協会          …横田 

  ・近畿ＯＬ連絡会（７，１月） …横田 
  ・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３０部＋α） 
    2017 年 4 月 23 日 Ｎｏ．402 ～ 2018 年 3 月 15 日 Ｎｏ．413 
  ・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  サイト更新 11 月 3090 円 
  ・Facebook や Twitter を利用しての情宣 
  ・大学冊子フリーダムへの KOLA 紹介の投稿 
 
【４】役員配置 
 １．岸和田オリエンテーリング協会役員【任期は２年】 
  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（体協関係責任者）  
  幹  事   白川努 
  競技監督   永瀬真一 
  会計監査   平山友啓（会計監査役） 
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                                              以上任期 ２０１９年４月 
 ２．大阪府オリエンテーリング協会理事（１名） 【任期は１年】 
   横田 実（ＫＯＬＡ会長）              ２０１９年４月 
    ※ 「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。 
 
【５】会計報告 
 ※ 別紙 ※ 

 

岸和田オリエンテーリング協会 2018 年（平成 30 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４３年目。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。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。 
 オリエンテーリングも色々な変革の時期を迎えています。色々な改革がＪＯＡで実施されています。

新たな周期に向けて頑張っていかなければならないところですが、オリエンテーリングを取り巻く情勢

は、厳しい物があります。しかし、マスターズ２０２１でのオリエンテーリング実施などの大きな大会

などもあるので、関われる人々で実施していく必要があります。 
少しでも、この競技を楽しく長くできるように、ＫＯＬＡとしてもチームで楽しんでいきましょう。 

 
【２】活動計画 
 １．会議等 
  年次総会 ２０１８年度総会 平成３０年４月１４日（土）  
       ２０１９年度総会 平成３１年４月１３日（土） 
  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……・大阪府オリエンテーリング協会理事会や総会への参加。 
       ・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 
 2018 年４月１３日（土） 年次総会  喫茶「ちえぶくろ」 
    岸和田市民大会  岸和田中央公園 
    ６月１７日（日） 全日本Ｏ大会  岐阜県 
    ７月２１日（土） 近畿ＯＬ連絡会  大阪大学 豊中キャンパス 
    ７月２８日（土） ＫＯＬＡたそがれ大会 光明池 
    10 月 ７日（日）  クラブカップ７人リレー 山梨県北杜 
    11 月 ４日（日）  全日本リレー      福井県 
 2019 年１月 ３日（木） ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会 南港中央公園 または 深北緑地 
    １月 ６日（日）？ 大宮校区子供会ＯＬ指導＆主管 岸和田中央公園 
    １月  日（ ）？ 近畿ＯＬ連絡会  
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    ２月  日（ ）？ ウエスタンカップリレー 大阪府飯盛山 
    ４月１３日（土） 年次総会  喫茶「ちえぶくろ」 
    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（体協関係責任者）  
  幹  事   白川努，村橋和彦 
  競技監督   永瀬真一 
  会計監査   平山友啓（会計監査役） 
                                            以上任期 ２０１９年４月まで 
  他会員    村上澄代，河内谷名保子，嶋津沙織，奥野有弓，高椋章太 
         中村憲，実藤俊太，瀬尾峻汰，藤本拓也，直井萌香 
 ２．大阪府オリエンテーリング協会理事（１名） … 任期は１年です。 
   横田 実               以上任期 ２０１９年４月まで 
 
【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２水曜日） 
   ・ｗｅｂ上でのｐｄｆファイルによる公開 
   ・Facebook や Twitter を利用しての情宣 
 
【５】その他 
［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。 
  2018 年度競技者登録者…横田，寺田保、前田、永瀬、平山、実藤 
              ※ 中村は、和歌山登録として申請 
                                 
［会計について］ 

・地図の作製や大会の運営費などを明確にして請求していくこととする。 
 交通費などは１０００円を基準にして＋駐車場代などを支出する。 
・2009 年度より「準会員制度」の導入。 
   会費未納者を即退会とすると会が成り立たなくなります。 
   そこで会員に留まってもらうための新たに「準会員制度」を導入します。 
   以下に対比して載せておきます。 
           会員        準会員 
    １）ともにＫＯＬＡ会員として、大会などに会員として参加できる。 
    ２）  年会費３０００円  無料 
    ３）  大会参加の補助あり  なし 
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    ４）  会報の送付希望の場合あり なし（web からのみ） 
    ※・今までの退会者も、準会員となることができるが、 
      新たな入会者は、入会時は準会員としての取り扱いは行わない。 
 
     学生会員は、無料です。 
 

［その他 提案など］ 
 ・会員の募集を精力的にやっていく（無料情報誌などの活用も含む） 
   特典として、トリムの進呈 
 ・クラブ員への会報の送付は、確実に行う。購読会員へは購読の意思確認。 
 ・スキー野外活動部元部員への情報提供 
 ・大会申込は、JOY を基本に行う。 
 ・大会賞品として、KOLA 煎餅などの導入。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総会の様子です。 
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Results 上位３人の平均に対する相対(%)

タイム 巡航速度 ミス率
2018/03/10 2017年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル in 不動の滝（日光市）
MA（出走71名） 3.6km ↑150m

1 濱宇津佑亮 0:25:55 東京大学
2 佐藤　聖也 0:26:03 東北大学
3 小泉　和彦 0:26:19 東京工業大学

46 藤本　拓也 0:39:14 京都大学 150.4% 139.6% 16.1%

2018/03/11 2017年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 リレー in 日光高畑（日光市）
MU（出走134チーム）

ORL(出走41チーム＋参考2チーム)

2018/03/17 第16回京都市民総体 in 宝ヶ池
MB（出走3名）

1 福井　陽貴 465点
2 横田　実 310点 0:56:13
3 石神　宏樹 190点

S-35-51-53-54-39-52-40-46-58-
59-49-38-41-56-55-33-31-32-61-F

チーム名/記録 1走 2走 3走
東京大学MA 大橋 陽樹/MUR-X 殿垣 佳治/MUR-Z 加藤 岬/MUR-Y

1:11 :46 0:22:30/2 0:26:49/7 0:22:27/1
(159) 0:22:30/2 0:49:19/1 1:11:46/1

東北大学MA 長岡 凌生/MUR-Z 横山 裕晃/MUR-X 小林 隆嗣/MUR-Y
1:12 :10 0:24:36/4 0:24:55/1 0:22:39/2

(102) 0:24:36/4 0:49:31/2 1:12:10/2
東京大学MC 中野 喬博/MUR-Z 濱宇津 佑亮/MUR-河野 大和/MUR-X

1:17 :18 0:26:53/9 0:25:43/4 0:24:42/6
(161) 0:26:53/9 0:52:36/6 1:17:18/3

京都大学MG 木下 雄太/MUR-X 藤本 拓也/MUR-Y 福山 亮部/MUR-Z
1:38 :20 0:28:47/23 0:35:14/51 0:34:19/48

(238) 0:28:47/23 1:04:01/40 1:38:20/35

2

1

35

3

チーム名/記録 1走 2走 3走
チームT 寺垣内 航/ORL-Z 寺垣内 航/ORL-Y 寺垣内 航/ORL-X

1:14 :40 0:23:49/2 0:23:40/1 0:27:11/5
(921) 0:23:49/2 0:47:29/1 1:14:40/1

ペ崎 尾崎 弘和/ORL-X 尾崎 弘和/ORL-Z 尾崎 弘和/ORL-Y
1:14 :41 0:26:08/5 0:26:15/4 0:22:18/1

(939) 0:26:08/5 0:52:23/2 1:14:41/2
名古屋大学OB 前田 悠作/ORL-X 近藤 康満/ORL-Z 菅谷 裕志/ORL-Y

1:22:56 0:29:56/13 0:27:56/6 0:25:04/2
(919) 0:29:56/13 0:57:52/8 1:22:56/3

京大ゆるふわ35期 瀬尾 峻汰/ORL-X 実藤 俊太/ORL-Z 竹内 孝/ORL-Y
1:32 :06 0:33:19/22 0:31:50/19 0:26:57/4

(920) 0:33:19/22 1:05:09/18 1:32:06/8

4

参

参

1
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2018/03/18 パークOツアーin関西 滋賀大会 in びわこ地球市民の森（南）
M50（出走10名） 2.7 km ↑40m

1 角岡　明 0:16:23 三河OLC
2 宮崎　敦司 0:16:43
3 小野田　敦 0:17:06 京都OLC
4 横田　実 0:17:27 KOLA 104.3% 106.6% 5.1%

M65（出走10名） 2.7 km ↑40m
1 山本　博司 0:17:38 ES関東C
2 鹿野　勘次 0:18:43 岐阜OLC
3 関野　賢二 0:20:21 YTC78
4 前田　春正 0:23:20 KOLA 123.5% 114.6% 8.7%

2018/03/21 第4回神戸大学オリエンテーリングクラブ大会 in神大キャンパス2018年-夜景百万弗

Long(出走45名) 2.3km
1 松下　睦生 0:13:12 京都OLC
2 田中　創 0:13:13 阪大OLC
3 長岡　凌生 0:13:17 東北大OLC

18 藤本　拓也 0:15:33 京大OLC 117.5% 117.9% 6.5%

スプリントリレー（出走17チーム）

2018/03/25 卒業練習会 in あいの土山
出走(45名) 3.5km ↑230m

1 松下　睦生 0:31:34 元地図調査責任者
2 岩井　龍之介 0:32:27 21回大会DISQレンジャー
3 伴　広輝 0:36:38 DOLC

14 瀬尾　峻汰 0:49:46 ４年前の新歓 148.3% 133.5% 17.5%
16 実藤　俊太 0:50:05 打倒さのえ 149.3% 128.3% 21.1%
37 藤本　拓也 1:21:19 幹事長まで１ 242.4% 187.1% 32.7%

甥大好きbot 長岡 凌生/yycY1 長岡 凌生/zzaZ2 長岡 凌生/xxbX3
0:31:15 0:11:56/1 0:09:30/2 0:09:49/1

(1015) 0:11:56/1 0:21:26/1 0:31:15/1
ここまで留年 遠藤 匠真/yyaX3 硲田 捷将/xxcY2 田中 創/zzbZ1

0:32 :44 0:12:33/5 0:10:14/4 0:09:57/2
(1012) 0:12:33/4 0:22:47/4 0:32:44/2

スプリント大好き同好会 上村 太城/xxcY2 上村 太城/yyaX3 上村 太城/zzbZ1
0:34 :20 0:12:20/3 0:10:57/7 0:11:03/4

(1014) 0:12:20/2 0:23:17/5 0:34:20/3
チームアニキ 古池 将樹/yyaX3 衣笠 舜登/zzbZ1 藤本 拓也/xxcY2

0:34 :39 0:12:25/4 0:10:04/3 0:12:10/10
(1008) 0:12:25/3 0:22:29/2 0:34:39/5

1

2

3

5
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ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか

4月29日 高遠クローバー フォトロゲ（長野）

4月29日 UHS 大会（埼玉）

4月29日 ト トロの森巡りミニロゲイン（埼玉）

4月29日 岡 崎市大会（愛知）

4月29日 大阪OLC 春の練習会（大阪）

4月30日 ぎふスポーツフェア

5月4日 つ つじ祭り兼AOC（岐阜）

5月4日 信州上田ロゲイニング（長野）

5月4-6日 JOA 合宿（栃木）

5月4-6日 JOA GW基礎合宿（静岡）

5月5日 秋 田でロゲやろう

5月5日 東工大大会（栃木）

5月5日 MTBO富士上井出練習会（静岡）

5月5-6日 大阪OLC 合宿（滋賀）

5月6日 佐 鳴湖市民大会（静岡）

5月6日 伊勢 志摩OLC大会（三重）

5月12日 光が 丘フォトO練習会（東京）

5月12日 恐 竜公園大会（長野）

5月13日 ウルトラO・善光寺-松本城（長野）

5月13日 KOLC大会 （静岡）

5月13日 愛知県民大会

5月13日 四 日市ファミリーロゲ（三重）

5月13日 関 西学連定例戦（滋賀）

5月20日 あけぼの 杯・あかつき杯（栃木）

5月20日 偕 楽園公園大会（茨城）

5月20日 埼 玉県民大会

5月20日 KOLCスプリント 練習会（千葉）

5月20日 MTBO日本代表選考レース

5月20日 フォトロゲイニング生駒（奈良）

Aiming
この大会情報は「orienteering.com」サイトを利用して作成しています。

天候が危ぶまれた岸和田市民大会も無事終了。その後のKOLA総会もバーベキューも、雨にあ
いましたが楽しみながら終了。今年度の計画もばっちりです。次回の7月たそがれ大会に向け
て頑張っていきますので、よろしくお願いします。

- 8 -




