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2019 年度 岸和田市民大会 

岸和田 中央公園  ２０１９年 4 月 6 日 

 全日本大会が４月１４日に開催されるため、

今年は例年より１週間早くの開催でした。そ

のため、いつもはほとんど葉桜なのですが、

今回は、ほぼ満開。大会後の KOLA 総会も桜の

木の下で行いました。 

 今回は、思ったより多くの方に来ていただ

き、また、複数のコースを楽しんでいただけ

る方も多くいまし

た。 

 特別企画として

は、KOLA 会員専用コースを作って会員限定でのお楽しみとした

のと、ねんりんピックの選考レースを兼ねたこと。残念ながら、

選考レースの方は前田・寺田氏のみでしたが、専用コースは、

他の参加者も走りたいと申し出もあったほど。これを機会に

KOLA 会員にもと言う方がいなかったのは、ちょっと残念ですが、

思った以上に反響はありました。 

 また、思いがけずに公園内を散策していた KOLA

前会長の瀬戸氏もコントロールを見つけて顔を出

してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       みんなで楽しめて、何よりでした。 
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２０１９年度　ＫＯＬＡ岸和田大会　記録

L 3.0km S 1.3km 
順位 氏名 記録 所属 順位氏名 記録 所属

1 森河 俊成 13分35秒 京大OLC 参 森河 俊成 05分49秒 京大OLC
2 山本 明史 14分16秒 なし 参 築地 孝和 06分12秒 朱雀OK
3 築地 孝和 15分35秒 朱雀OK 参 大久保　宗典 06分27秒

参 実藤 俊太 15分59秒 KOLA 参 坂口 祐生 06分39秒 青波走行会
4 小菅　一輝 16分10秒 参 衣川 浩輔 06分39秒 朱雀OK
5 大久保 宗典 16分25秒 TUDO 参 大林 俊彦 07分40秒 大阪OLC
6 稲田　優幸 16分56秒 参 平沢　正紀 07分56秒

参 瀬尾 峻汰 17分01秒 KOLA 参 木俣 順 08分35秒 朱雀OK
7 坂口 祐生 17分03秒 青波走行会 1 阪本 博 09分33秒 大阪OLC

参 藤本 拓也 17分29秒 KOLA
8 笠原　朋樹 17分33秒
9 篠原　英剛 17分54秒

10 大林 俊彦 18分09秒 大阪OLC
11 衣川 浩輔 18分33秒 朱雀OK KOLA会員コース　2.6km 
12 稲田 旬哉 18分51秒 OLCふるはうす 順位氏名 記録 所属
13 平沢 正紀 19分57秒 つるまいOLC 1 実藤 俊太 15分57秒 KOLA
14 緒方 賢史 21分25秒 奈良市 2 瀬尾 峻汰 18分10秒 KOLA
15 土井 洋平 22分03秒 群馬県太田市 3 永瀬 真一 19分01秒 KOLA
16 木下 正大 22分20秒 4 藤本 拓也 19分12秒 KOLA
17 青木 雅実 22分45秒 大阪大学 5 平山 友啓 19分15秒 KOLA

参 平山 友啓 24分32秒 KOLA 6 中村 憲 20分05秒 KOLA
参 阪本 博 27分21秒 大阪OLC 7 高椋 章太 20分36秒 KOLA

18 緒方 美智 28分10秒 奈良市 8 横田 実 21分36秒 KOLA
参 前田 春正 34分17秒 KOLA

M 2.5km 
順位 氏名 記録 所属
参 山本 明史 11分04秒 なし
参 森河 俊成 11分22秒 京大OLC 選考レース　2.5km 
参 築地 孝和 12分21秒 朱雀OK 順位氏名 記録 所属
参 坂口 祐生 13分51秒 青波走行会 1 前田 春正 22分42秒 KOLA
参 衣川 浩輔 13分57秒 朱雀OK 2 寺田　保 24分59秒 KOLA
参 平沢 正紀 15分22秒 つるまいOLC
参 稲田 旬哉 16分32秒 OLCふるはうす

1 四辻 明洋 17分08秒
参 青木 雅実 17分20秒 大阪大学

2 木俣 順 18分18秒 朱雀OK
3 田中　隆太郎 20分11秒 ISOC

参 阪本 博 21分04秒 大阪OLC
4 吉田 都 30分26秒 みやこOLC
5 小嶋 裕 34分12秒 大阪OLC
6 篠原　みこと 38分12秒

森川　雄太 DISQ ISOC
大林 俊彦 DISQ 大阪OLC
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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
2019/03/06 日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル in 望郷の森（恵那市）
MUA4（出走67名） 3.0km ↑140m

1 横堀　聖人 0:25:46 東京大学
2 塩平　真士 0:27:06 北海道大学
3 石田　春輝 0:28:02 東京大学

44 藤本　拓也 0:45:54 KOLA 170.2% 147.4% 25.3%

WUA2（出走38名） 2.6km ↑145m
1 秋山　美怜 0:31:27 早稲田大学
2 中野　真優 0:33:04 椙山女学園大学
3 久野　公愛 0:33:05 日本女子大学

栗本　美緒 disq 津田塾大学

OAM1（出走26名） 3.0km ↑140m
1 小泉　辰喜 0:39:10 丘の上
2 寺嶋　喜美江 0:42:54 ES関東C
3 宮本　知江子 0:44:26 京葉OLクラブ

12 永瀬　真一 0:55:53 KOLA/つばめ会 132.5% 109.1% 30.1%

2019/03/07 日本学生オリエンテーリング選手権大会リレー in 望郷の森（恵那市）
ＭＵＲ（出走135チーム） 3.6 km↑150～160m ×３

WＵＲ（出走40チーム） 2.5 km↑70～80m ×３

2.6km↑150m×３

東北大学WA 臼井沙耶香/Z 小林祐子/X 青代香菜子/Y
1 :08 :30 0:22:54/1 0:24:05/1 0:21:31/1

(301) 0:22:54/1 0:46:59/1 1:08:30/1
椙山女学園大学WA 須本みずほ/X 山森麻未/Z 小野花織/Y

1 :22 :41 0:24:34/3 0:29:04/3 0:29:03/6
(321) 0:24:34/3 0:53:38/2 1:22:41/2

筑波大学WA 佐久間若菜/Y 野口珠希/Z 小竹佳穂/X
1 :23 :53 0:25:59/4 0:34:13/10 0:23:41/2

(308) 0:25:59/4 1:00:12/4 1:23:53/3
津田塾大学WA 保木祥声/Y 栗本美緒/X 荻原沙季/Z

1 :55 :30 0:30:13/11 0:41:17/21 0:44:00/17
(316) 0:30:13/11 1:11:30/17 1:55:30/13

13

1

2

3

東京大学MA 宮本樹/X 濱宇津佑亮/Z 大橋陽樹/Y
1:27 :38 0:29:48/3 0:29:07/2 0:28:43/2

(157) 0:29:48/3 0:58:55/2 1:27:38/1
東北大学MB 唐木朋也/Y 薗部駿太/X 鳥居洸太/Z

1 :29 :43 0:29:10/1 0:31:02/8 0:29:31/3
(103) 0:29:10/1 1:00:12/3 1:29:43/2

東京大学MB 谷口文弥/Y 横堀聖人/Z 新田見優輝/X
1 :34 :02 0:30:02/8 0:33:37/14 0:30:23/5

(158) 0:30:02/8 1:03:39/7 1:34:02/3
京都大学MH 藤本拓也/Y 豊國郁人/Z 木下雄大/X
DISQ 0:40:01/39 DISQ / 0:51:58/66

(241) 0:40:01/39 / /

1

2

3
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ORL（出走34チーム） 3.6 km↑150～160m ×３

オフィシャルレース(出走96名) 2.4 km　↑140m
1 伊藤　樹 0:21:25
2 尾崎　弘和 0:21:35
3 高野　兼也 0:22:21

82 直井　萌香 0:35:17

オルネーラ 稲毛日菜子/Z 結城克哉/X 堀田遼/Y
1 :29 :05 0:32:37/6 0:26:10/1 0:30:18/3

(1006) 0:32:37/6 0:58:47/1 1:29:05/1
名古屋大学OB 嶋岡雅浩/Y 菅谷裕志/Z 谷川友太/X

1 :31 :20 0:32:06/4 0:29:46/2 0:29:28/2
(1030) 0:32:06/4 1:01:52/2 1:31:20/2

Team T 寺垣内航/X 寺垣内航/Z 寺垣内航/Y
1 :38 :11 0:29:02/2 0:33:51/5 0:35:18/8

(1005) 0:29:02/2 1:02:53/3 1:38:11/3
つばめ会1 村上巧/Y 奥田健史/X 永瀬真一/Z

2 :22 :26 0:40:48/13 0:51:22/22 0:50:16/21
(1010) 0:40:48/13 1:32:10/18 2:22:26/18

18

2

3

1

◇日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル・リレー

・現役大学生として、藤本さん、栗本さんが参加

・筑波大オフィシャルとして、直井さんが参加

※筑波大女子は、ミドルで増澤さんが優勝、

リレーも優勝と直井さんのサポートが実りました。

・実藤さん、瀬尾さんが運営参加。（資材、会計をそれぞれ担当）
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2019/03/23 第17回京都市民総体 in 宝ヶ池 （京都市）
MV(出走8名)

1 宮崎　敦司 350点
2 坂田　雄一郎 315点
3 二木　誠 310点
7 前田　春正 170点 0:55:43

2019/03/30 第３回関西学連定例戦 in 丹波運動公園 （京丹波町）
MAS（出走5名） 2.7km ↑20m

1 稲田　旬哉 0:18:13 ＯＬＣふるはうす
2 横田　実 0:19:22 KOLA 103.1% 92.6% 4.0%
3 阪本　博 0:23:24 大阪OLC

スコアＯ(出走37名)
1 宮本　樹 133点
2 伊藤　良介 129点
3 大野　絢平 128点

32 横田　実 54点 0:15:47

2019/03/31 第60回中日東海ブロックオリエンテーリング大会 in （津市）
M50A（出走名22名） 5.4km ↑250m

1 落合　公也 0:54:00 OLCルーパー
2 角岡　明 1:03:56 三河OLC
3 稲田　旬哉 1:04:22 OLCふるはうす
9 永瀬　真一 1:13:26 KOLA 120.8% 114.3% 14.0%

M70A（出走名） 2.5km ↑100m
1 鹿野　勘次 0:27:02 岐阜OLC
2 河村　健二 0:29:05 横浜OLクラブ
3 小野　盛光 0:38:40 三河OLC

15 前田　春正 1:08:53 KOLA 218.0% 158.4% 35.6%

S→35→51→54→39→40→48→58→
45→34→33→31→32→F

S→61→101→77→78→58→33→34
→32→59→41→60→42→111→76→
113→F

藤本さん運営委員長

大学院のご修了（博士課程）、ご就職おめでとうございます。
高椋 章太さん
大学院のご修了（修士課程）、ご就職おめでとうございます。
実藤 俊太さん、直井 萌香さん

引き続き、オリエンテーリングに関わられること期待しています。
9月15日は、クラブカップリレーですよ！
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２０１９年度ＫＯＬＡ総会 
 
＜参加会員＞横田実，前田春正，寺田保，永瀬真一，平山友啓，中村憲，実藤俊太，高椋章太， 
      瀬尾峻汰，藤本拓也 
＜欠席会員＞寺田強，村橋和彦，直井萌香，白川努，村上澄代，河内谷名保子，嶋津沙織，奥野有弓， 
      栗本美緒 
 
＜岸和田オリエンテーリング協会 ２０１８年（平成３０年）度 活動報告＞ 
【１】行事等 
 2018 年４月１４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２１日（土） 近畿ＯＬ連絡会  大阪大学（学連主催） 
    ７月２８日（土） ＫＯＬＡたそがれ大会 光明池 
    10 月 ４日（日）  全日本リレー      福井県 
    10 月 ７日（日）  クラブカップ７人リレー 山梨県北杜市 
 2019 年１月 ３日（木） ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会 深北緑地公園 
    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１２日（土） 近畿ＯＬ連絡会     兵庫県協会 
    ２月１７日（日） ウエスタンカップリレー 山田池公園 
    ４月 ６日（土） 年次総会  岸和田中央公園 桜広場 
    岸和田市民ＯＬ大会 岸和田中央公園 
 

【２】会議等 

  ・総会            …2018 年４月１４日（土） 

  ・運営＆編集会議       …毎月最終水曜日に開催 

                   ただし、2018 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） 
    2018 年 4 月 18 日 Ｎｏ．414 ～ 2019 年 3 月 13 日 Ｎｏ．425 
  ・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 
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【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） 
                                              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 ※ 
   
  ・２０１９年度予算として、Mulka2 への登録 10000 円を計上する。 
 
 
         【会員名簿】 
 
 名前 ふりがな 性別

奥野 有弓 おくの ゆうみ ●女

河内谷 名保子 かわちや なおこ ●女

栗本 美緒 くりもと みお ●女

実藤 俊太 じっとう しゅんた ○男

嶋津 沙織 しまづ さおり ●女

白川 努 しらかわ つとむ ○男

瀬尾  峻汰 せお しゅんた ○男

高椋 章太 たかむく しょうた ○男

寺田 保 てらだ たもつ ○男

寺田 強 てらだ つよし ○男

直井 萌香 なおい もえか ●女

永瀬 真一 ながせ しんいち ○男

中村 憲 なかむら けん ○男

平山 友啓 ひらやま ともひろ ○男

藤本 拓也 ふじもと たくや ○男

前田 春正 まえだ はるまさ ○男

村上 澄代 むらかみ すみよ ●女

村橋 和彦 むらはし かずひこ ○男

横田 実 よこた みのる ○男
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岸和田オリエンテーリング協会 2019 年（平成 31 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４４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 ２０１９年度総会 平成３１年４月 ６日（土）  
       ２０２０年度総会 令和 ２年４月１１日（土） 
  運営会議 定例…ＭＬ上での情報交換を基本とし、定例会は開催しない。 
       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。 
       ＭＬ…随時、ＭＬにて情報を共有し相談の上、実施していく。 
  編集会議 特に開催しない。 
  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 
 2019 年４月 ６日（土） 年次総会  岸和田中央公園 桜広場 
    岸和田市民大会  岸和田中央公園 
    ４月１４日（日） 全日本Ｏ大会  栃木県 
    ７月  日（土） 近畿ＯＬ連絡会  学連 
    ７月２７日（土） ＫＯＬＡたそがれ大会 大泉緑地 
    ９月１５日（日） クラブカップ７人リレー 岐阜県 
    12 月 ８日（日）  全日本リレー      茨城県 
 2020 年１月 ３日（金） ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会 舞洲 
    １月１２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     和歌山？ 
    ２月  日（ ） ウエスタンカップリレー 京都府 
    ４月１１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 
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【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   平山友啓（会計総括責任者） 
  幹  事   白川努，村橋和彦 
  競技監督   永瀬真一 
  会計監査   寺田 保（会計監査役） 
                                            以上任期 ２０２１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，栗本美緒 
    ※事務局は、会長自宅とする。 
 
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 ２０２０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 
   ・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。 
      2019 年度競技者登録者…横田，寺田保，前田，永瀬，平山，瀬尾 
                   ※ 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 
    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。 
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［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。 
    http://www.kawarasenbei.com/original3.html など 
 
 ・信太山で自衛隊に協力を求めてオリエンテーリングができないか。 
 ・サイクルスポーツセンターでの、オリエンテーリングはできないか。 
 ・シティースプリントを実施出来る可能性があるか。 
 ・ひらかたパークなどでのナイトＯの可能性があるか。 
 ・岬公園でのオリエンテーリングやナイトＯの可能性はあるか。 
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ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか

5月3日 岡 崎ロゲイニング（愛知）

5月4日 信州上田ロゲニング

5月4日 つつじまつり大会（岐阜）

5月4-6日 JOA強化合宿（静岡）

5月5日 伊勢志摩リレー元年杯（三重）

5月6日 ぎふスポーツフェア

5月11-12日 青い森まなか大会 （青森）

5月11日 水 元公園スプリント兼早葉戦（東京）

5月11日 恐竜公園大会（長野）

5月12日 ウルトラO信州峰街道（長野）

5月12日 秋吉台ロゲイニン グ（山口）

5月15日 World Orienteering Day

5月19日 東京 OLCベテランズ大会（東京）

5月19日 関西学連定例戦

5月19日 フォトロゲ生駒（奈良）

5月21日 World Orienteering Day

5月25日 信 州いいやまロゲイニング（長野）

5月25-26日インストラクタ講習（岐阜）

5月26日 太田市民大会（群馬）

5月26日 つるまいトレイルO（愛知）

5月26日 つるまいトレイルO併設（愛知）

5月26日 ウェルカムリレー（滋 賀）

6月1日 東大OLK前日大会（埼玉）

6月2日 東大OLK大会（群馬）

5月19日 東京OLベテランズ大会

5月19日 フォトロゲ生駒（奈良）

5月21日 World Orienteering Day

5月25日 信 州いいやまロゲイニング（長野）

5月25-26日インストラクタ講習（岐阜）

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。

岸和田大会＆総会では、前会長の瀬戸氏にお会いできたり、事務局が創設以来の強宅から横
田宅に変更になったり、会計が平山氏に引き継がれたりと、色々な変更がありました。時代も
平成から令和に変わるこの時期、そろそろ会長も替わらないといけないのですけどねぇ。
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