
 
              岸和田オリエンテーリング協会 
                           ［事務局］〒５８３－００３３ 

                           大阪府藤井寺市小山９－１２－２２ 

                           横田 実（℡090-4299-2997） 

                           第４60 号 2022 年 2 月 21 日発行 

［KOLA-HP］ http://kola1975.mbsrv.net/    [E-mail] kola_osaka@yahoo.co.jp 

 

 

-1-



 第 38 回ウエスタンカップ・オリエンテーリングリレー大宮 

2022 年 2 日 13 日(日) 

[兵庫県 再度公園] 

 一度、公園利用者からの苦情で、開催閉鎖を余儀なくされた再度公園。一般者が多く利用する区域を

コースから外し立入禁止にして開催にこぎ着けたようですが、寒さと生憎の天気でほとんど一般利用者

はいませんでした。 

 さて、今回ＫＯＬＡからは、3 チームがエントリー。 

  MA 代表      KOLA オニオン  実藤-中村-高野 

  WA 代表      KOLA ローズ   小笠原-坂東-直井 

  Mix(オープン扱い)  KOLA くすのき  横田-前田-永瀬 

 雨かみぞれか分からないような天候の中、みんなでレースを楽しみました。 

横田は栄えある第 1 走。前日、ＺＯＯＭによるＫＯＬＡメンバーでの

地図読みミーティングが難しいレッグが多かったため、ＭＩＸ1 走の

地図を見て、簡単に回れるなと思い、甘く見てしまった。結局 2 番で

沢を 1 つ手前と思い込み、探し回る事になり大幅な時間ロス。なかな

かうまくいかないですね(-_-;)。 

 それでも、ＭＩＸチームは結果は 2 位相当というまずまずの成績を

残せました。 

 ＭＡのオニオンチームは、アンカーの高野氏が怒濤の追い上げを見

せ、20 分差があった大阪ＯＬＣチームを追い抜き、4 位食い込む大健

闘を見せてくれました。 

 ＷＡのローズチームは、阪大・大阪ＯＬＣチームとの一騎打ちで接

戦が予想されたのですが、阪大チームがまさかのＤＩＳＱとなり、し

っかりと回ってきたローズチームが、優勝の栄冠を勝ち取ることが出来ました(危うく最後にペナる所だ

ったみたいですが)。 
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 第 32 回大宮子供会 凧揚げ&オリエンテーリング大会 

2022 年 1 日 9 日(日) 

[大阪府岸和田市 まなび中央公園] 

 毎年恒例でお手伝いしている子供会のオリエンテーリング大会。昨年は，コロナの影響で中止だった

ので今年も開催が危ぶまれましたが、決断して開催されました。 

 これまでは、牛乳パックのコントロールを使っていて、地図も残り物の印刷された物に手書きでコン

トロールを書いていたのですが、今回は、ビニル製のコントロールとプリントアウトしたあ地図を使う

ことにしました。 

 一時期は子供達の参加者も、100 名を超えているときもあったのですが、今回は 30 名ほどになって

いて、オリエンテーリングのチームとしての参加は、7 チームだけでした。それでも子供達は楽しそう

に参加してくれていました。 
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2022年1⽉15⽇ 近畿 OL 連絡会 議事録 
1⽉16⽇ 修正版 

⽇   時︓2022年1⽉15⽇(⼟)  13:00〜15:00 

実施⽅法: Zoom によるリモート会議⽅式 
主   管: ⼤阪府オリエンテーリング協会 
参加者 
   愛場 庸雅 ( JOA・⼤阪府・OLC レオ ) 
   平島 俊次 ( JOA・滋賀県 ) 
   市橋 国之 ( 京都府 ) 
   横⽥ 実 ( ⼤阪府・KOLA ) 
   筒井 通⼦ ( 奈良県 ) 
   楠⾒ 耕介 ( 和歌⼭県・JOA ) 
   尾上俊雄 ( 兵庫県 ) 
   永⽥ 実 ( 兵庫県 ) 
   ⻄村 徳真 ( NishiPRO ) 
   ⾦⾕ 敏⾏ ( 朱雀 OK ) 
   市脇 翔平 ( 朱雀 OK ) 
   ⼩野⽥ 敦 ( 京都 OLC ) 
   吉野 信 ( みやこ OLC ) 
   河合 利幸 ( OLC レオ・学連 ) 
   沖浦 徹⼆ ( ⼤阪府・⼤阪 OLC ) 
   板⾕ ⽇出男 ( OLP 兵庫 ) 
   福⽥ 良雄 ( OLC 吉備路 ) 
   ⾕ 遼太郎 ( 学連 ) 
   菅 悠柾 ( 学連 ) 
   宮⼝ 祐誠 ( 京⼤ OLC ) 
   ⼩林 諒真 ( 阪⼤ OLC ) 
   泉⼭ 実和奈 ( 神⼤ OLK ) 
1. 参加者確認 ・ ⾃⼰紹介 
２．⾏事スケジュール調整 
      別添の資料参照 
３．JOA 関連 
   1)JOA から報告 
   a)全⽇本リレー⼤会及び主催⼤会 
     全⽇本リレー … 3/13 岐⾩県 予定 
              令和4年度 栃⽊県 ⽇程は未定 
              今後はワーキンググループで調整していく。 
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               →開催都道府県を国体開催地合わせることも含めて検討。 
   全⽇本 ミドル&ロング … 10/8-9 鳴沢村にて実施 
    今後、ミドルとロングは抱き合わせで。 
     スプリントは、令和3年度はおそらく無理。 
              令和4年度も⽬処が⽴っていない。 
   b)指導者制度 
   ディレクター1級2級 → コーチ制度1と2に移⾏。 
      今年秋から制度としては発⾜ 
  移⾏後の公認⼤会開催に必要な指導者については、明⽂化されたものはない。 
  インストラクター & イベントアドバイザー 制度は継続 
  従来の D1，D2の受け⽫としてイベントディレクターの制度作りをしていく。 
   c)競技者登録：JOY-JOA-県協会 
  旧⽅式) : 県協会→JOA 
      新⽅式): JOY&JOA&県協会  情報共有を進めていく。 
    2)その他理事会からの情報 
        d) 委員会委員の募集、委員会委員の選考 
  委員会の新陳代謝を促していく。 
   → 公募 , 協⼒依頼 , 紹介&推薦 
  選考の透明化 
   → ノミネーションワーキンググループの活⽤&チェック 
   e)ガバナンスコード審査、コンプライアンス研修 
  協会の運営が規定に沿って運営されているか。(例:選⼿選考⽅法など) 
  コンプライアンス研修の毎年の実施 
   f)財政状況とふるさと納税 
    昨年度300万円の⾚字(持続化給付⾦200万円を除くと500万円) 
    寄付⾦依存の体質の改善→ふるさと納税の利⽤も考える。 
      ※新宿区へのふるさと納税の使途を指定すると、JOA に利⽤される。 
   g)補助⾦、謝⾦（役員や公務員の受け取り）  
  公務員などの兼務禁⽌規定のある企業に勤務している場合は、注意が必要。 
  役員に⽀給してそこから寄付をうけるという⽅法は、望ましくない。 
   h)スキーO 世界選⼿権2026誘致 
  北海道での誘致を考えている。  
  3)⼤会における安全管理（スプリント⼤会における死亡事例について、同意書形式） 
  12/26 プレ WMG ⼤会 舞⼦公園における事例について 
     競技中に体調不良になり、救急⾞で病院搬送され⼿当をうけたが、 
   ⼤動脈解離により死亡 
        [検討事項] 
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  ・⽑布 , AED などの対応品の⽤意。 
  ・緊急連絡先の情報(今回はゼッケン裏に緊急連絡先,親しい参加者情報記⼊欄あり) 
  ・⼤会参加についての同意書 ← 主催者の免責ではなく、参加者の意識向上として。 
  ・安全管理についてもアドバイザーが必要。 
4.近畿圏内各団体の所有する貸出品の把握 [関⻄学連より] 
     現在、関⻄学連で新たな学連備品の購⼊を検討中である。 
     そのため、参考として近畿圏内の各団体の所有する貸出品（フラッグ等）について 
     情報提供を願いたい。 
       ⼤阪府 関⻄学連 京都⼤学 … サイトに掲載しています。 
        ※無償 , 有償に関してもリストにて、今⽉中に確認してまとめる。 
        ※救護⽤備品については、愛場⽒がセットをそろえて有償にて貸しだしています。 
5.ウエスタンカップ 順番などの確認 
 2022 2023 2024 2025 2026 
 滋賀 ⼤阪 学連 京都   兵庫  ※学連は4年ごとに⼊れる。 
     ・今年度の⽇程 … 2⽉ 13 ⽇ (⽇) 兵庫県 再度公園 
   万が⼀令和3年度が出来ない場合は… 
 2022 2023 2024 2025 2026 
 兵庫 滋賀 学連 ⼤阪  京都  ※学連は4年ごとに⼊れる。 
6.その他 
   ・パーク O の 年間表彰について 
     滋賀県の⼤会が実施される場合は、そのまま3戦で年間表彰を⾏う。 
 2戦のみとなった場合は、令和4年度の⼤会と併せて、年間表彰を⾏う。 
   ※今後、2戦以下になった場合についても、実施要項に記載する。 
  ・ワールドマスターズについて 
 2026年開催に延期される。 
 2026年5⽉に実施予定。 
 WMG のために作った地図については、2026年までクローズドにする。 
 現在の実⾏委員会は、残務整理が終われば解散し、2026年については改めて⽴ち上げる。 
   WMG に併せて、世界選⼿権の誘致を進める。 
 新たな運営組織への協⼒をお願いします。 
  ・次の近畿 OL 連絡会について 
  夏 … 学連 (夏は学連で固定) 
  冬 … 京都 
 
          [今後の冬の担当府県] 
           2022   2023 2024 2025   2026 2027 

           大阪  京都 兵庫 和歌山  滋賀  大阪 

 
以上 
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ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか

3月5日 上尾OLC大会（埼玉）

3月5日 伊豆大島ロゲイニン グ（東京）

3月5日 佐 布里池PC巡り（愛知）

3月5日 み やこOLC春のスコアO（京都）

3月6日 京京立新人運営練 大会（京都）

3月6日 上尾OLC大会（埼玉）

3月6日 岡 山県民大会

3月12日 山川Dream#25（栃木）

3月13日 山リハリレー特別編（栃木）

3月13日 延期全 日本リ レー（岐阜）

3月13-19日 世界スキーO選手権（フィン）

3月19日 オ リエンテーリングの集い（茨城）

3月19日 京葉OLC 新歓スプリント（千葉）

3月19日 京大京女立命館大会 （三重）

3月20日 西田町ひょっと こロゲ（福島）

3月20日 信 州OMIロゲイニング（長野）

3月21日 松 本いい湯だなロゲ（長野）

3月20日 高 崎大会（群馬）

3月20日 パークO関西（滋賀）

3月21日 大阪 OLC45周年大会

3月26-27日ス キーOジュニア練習会（岩手）

3月26-27日筑波大大会 （茨城）

3月26日 伊豆半島ジオロゲ（静岡）

3月26日 中高選手権団体競技

3月27日 中 日東海大会（中高生個人戦）

3月27日 阪 神奈新人運営練大会（大阪）

4月2日 み なとみらいフォトロゲ（神奈川）

4月3日 賀 茂PC巡り（愛知）

4月3日 WOC スプリント選考会（新潟）

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。

兵庫再度公園で開催された第38回ウエスタンカップリレーオリエンテーリング大会。その代表
クラスWAで、KOLAローズチームか初優勝の快挙達成です。今回は、阪大&大阪OLCチームとの
一騎打ちだったのですが、2走で大きく引き離し、堂々の優勝。MAチームも、最後は追い上げて
4位に食い込む健闘を見せました。寒い中、よく頑張りました。
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