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2019年岸和田市民オリエンテーリング大会 プログラム 

 

2019年4月6日（土） 

 ねんりんピック選考クラス トップスタート１4時00分 

 その他クラスは、14:15～ 

岸和田市 中央公園 管理事務所前グランド横広場集合 

主催   岸和田オリエンテーリング協会（Ｋ Ｏ Ｌ Ａ） 

後援   大阪府オリエンテーリング協会 

協力   和泉市スキー野外活動部（Ｉ Ｓ Ｏ Ｃ） 

競技責任者 ：横田 実 

コース設定＆地図製作：永瀬 真一 

 

雨天決行、荒天中止 

大会中止の場合は、4月6日正午までに、Twitter （@kola_osaka）及び 

大会ホームページ（https://japan-o-entry.com/event/view/250）にて告知します。 

問合せ：横田実 tel 090-4299-2997 

e-mail(強く推奨)：kola_osaka@yahoo.co.jp 

※本大会ではスパイクシューズの使用を禁止します。 

※少人数運営です。円滑な運営のため参加者の皆様もご協力くださるようお願いいたします。 

※本大会で撮影した写真などの映像を web ページ・印刷物などで公開します。 

※申し込みの際いただいた個人情報は、今後のＫＯＬＡ主催、主管大会の案内に活用させて

いただくことがありますので、ご了解ください。 

 

【１.交通案内】 

（１）公共交通機関でお越しの方 

①ＪＲ阪和線久米田駅より徒歩約 20 分 

②南海電鉄春木前から徒歩 20 分 

 

（２）自動車でお越しの方 

・国道２６号線岸和田市総合体育館前交差点を北西に曲がって下さい。 

 （大阪市内方面から来られた方は右折、和歌山方面から来られた方は左折） 

・第二駐車場が便利です。（有料）  

春木駅から歩かれる場合は、

公園を横断せず、公園の北

側をまわってください。 
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【２.会場（集合場所）について】 

・会場は、管理事務所前の広場です。 

・雨天時は、管理事務所の軒先等を活用する予定です。 

・主催者側で女子更衣用のテントを用意します。 

・トイレは、管理事務所横のトイレが利用できます。 

・ウォーミングアップエリアは特に設定しません。集合場所周辺でお願いします。 

・大会会場付近はオリエンテーリング大会参加者以外の一般来園者もおられますので、

公園利用のマナーを守っていただきますようお願いいたします。 

・貴重品は各自で厳重に管理していただくようにお願いします。盗難等にはくれぐれも

ご注意ください。万が一の場合でも主催者は責任を負えません。 

・飲み物の自動販売機は、管理事務所周辺にあります。 

 

【３.競技について】 

（1）地図 

・「岸和田中央公園」2019 年修正 

・当日、旧マップを公式掲示板に掲示する予定です。 

・Web 上でも公開しています。

http://kola1975.mbsrv.net/gyouji/kishiwada/2018/20180414_Kisiwada_ver3_S.jpg 
・縮尺 1：4,000 等高線間隔 2m 走行可能度 4 段階 

・日本スプリントオリエンテーリング地図図式規程（JSSOM）準拠 

 プリンタ出力コース印刷済 

・コントロール位置説明はJOAコントロール位置説明作成規程に従って表記しています。 

・記号での位置説明、日本語での位置説明を併記します。 

・コントロール位置説明の事前配布、事前掲示は行いません。 

 

 

（２）全般的な注意 

・スパイク（ダボピン付シューズ含む）の使用は禁止します。 

・公園内には、来園者の方がたくさんいらっしゃいます。参加者は、他人にけが等をさ

せないことはもちろん、危険と感じさせるような走行は絶対に行わないでください。 

・立入禁止区域 

 地図上の通行不能は通過禁止・立入禁止を意味し、無理をすれば通過できるような場合で

も、これに反して通過あるいは立入った競技者は失格となります。通行不能の柵・ガケ・植

生（ウグイス色および濃い緑）、黒いふちのある池や川などがこれに該当します。またそれ

以外に地図に表記しきれない小さい花壇がありますが絶対に立ち入らないでください。 

・コース上に、救護所、給水コントロールは設置しません。 

・Ｌクラス,KOLAクラスは、車道を横断します。通行車両に注意して、横断してください。 
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（３）テレインプロフィール 

  本テレインは、典型的な都市公園です。アップダウンはほとんどありません。 

 

（４）コース距離・競技時間 

クラス 距離 優勝設定時間

L (ロング) 3.1 km 16 分 

M (ミドル) 

ねんりんピック大阪府代表選考クラス 

2.5 km 13 分 

S (ショート) 1.3 km 8 分 

KOLA（KOLA 会員限定） 2.5 km 14 分 

 競技時間は全クラス 45 分です。 

※都合により変更する可能性があります。変更した場合は、当日、公式掲示板に掲示します。 

 

【４.競技の流れ】 

（1）受付 13:45～15:00 

・事前申込者は、受付付近で配布するＥカード（レンタルの方のみ）を各自でお取り下さい。 

 ・マイＥカードの方は、受付にマイＥカードを持参ください。登録チェックをします。 

・当日申込者は申込書に必要事項を記入し、参加費・Ｅカードレンタル料を納めてください。 

 ・参加費（Ｅカードレンタル料込）1,000 円（高校生以下 500 円） 

 ・当日申込者はマイＥカードの使用はできません。 

 ※新人歓迎企画（大学生新人 300 円（マイカードなら無料）は、事前申込限定です。 

・コンパス貸し出しを希望される方は受付まで申し出て下さい（保証金 1,000 円をお預

かりし、コンパス返却時に保証金全額をお返しします） 

・スタート時刻の指定はありません。準備できれば、スタートにお越し下さい。 

・１コースでは物足りない場合は、追加料金（当日追加申込 200 円／コース）で、２コース目、３

コース目を走ることが可能です。（ただし、地図が残っている範囲での対応です） 

 

（2）公式掲示板 

  競技に関する重要事項・連絡事項を掲示します。必ず確認してください。 

 

（3）初心者説明 

 初めて競技される方や競技に関する説明を希望される方には、初心者説明を行いま

す。希望される方は受付までお越し下さい。 

運営者側に余裕がない場合は、経験のある参加者の皆さんに、初心者説明のご協力を

お願いすることがあります。快く、手伝っていただけると助かります。 

 

（4）スタート（ねんりんピック選考クラス：14:00～14:14 予定） 

・スタート時刻は、4/4 に公開を予定しています。 

・スタート地区は集合場所近傍に設けます。 

・Ｅカードのない人は出走できません。 

・スタート地区の時計（現在時刻を表示）を見て、 

3 分前：アクティベートユニットで、Ｅカードをアクティベートの上、自分のクラス

のスタート枠に入ってください。 

2 分前：枠をひとつ進んでください。 

1 分前：枠をもうひとつ進んで、係員によるＥカードのチェックを受けてください。 

     箱から、自分のクラスの地図を取って下さい。（地図は見ないでください。） 

※地図の間違いや２枚以上取ることのないようにしてください。 

10 秒前：Ｅカードをスタートユニットにはめ込んでください。 

スタート合図とともに、Ｅカードをユニットから外し、スタートしてください。 

スタートフラッグまではスタート地区から見えるところにあります。 



 
4 

・本大会では、「コントロール位置説明」の事前配布はありません。（地図印刷のみ） 

・指定時刻に遅刻された場合は、係員の指示に従ってスタートしてください。 

・スタートされた競技者は必ずフィニッシュを通過してください。あるいは何らかの方

法で本部にＥカードを提出してください。提出がない場合は行方不明者として捜索され

ます。 

 

（4’）スタート（L、Ｍ、Ｓ、KOLAクラス14:15～15:10予定） 

・スタート地区は集合場所付近に設けます。 

・Ｅカードのない人は出走できません。 

・自分の出走するコースの地図を受け取って下さい。袋への封入が必要な方は、各自で

袋に入れて下さい。（事前に、地図を見ないように注意して下さい。） 

 ※雨天の場合は、スタート地区ではなく、受付付近で、地図を配布する予定です。 

・スタート時刻の指定はありません。15:10 までに順次スタートしてください。 

・スタートユニットは３つ用意します。最大３人同時スタートのマッチレースも可能です。 

・Ｅカードをスタートユニットにはめ込んでください。 

・Ｅカードをユニットから外し、地図を取りスタートしてください。 

・スタートフラッグまではスタート地区から見えるところにあります。 

・本大会では、「コントロール位置説明」の事前配布はありません。（地図印刷のみ） 

・スタートされた競技者は必ずフィニッシュを通過してください。あるいは何らかの方法で

本部にＥカードを提出してください。提出がない場合は行方不明者として捜索されま

す。 

 

（5）コントロールの通過について 

・コントロールは、１番から順番に回ってください。 

・コントロールに着いたらＥカードをコントロールのＥカードユニットにはめ込んでパ

ンチをしてください。 

・誤ってパンチしてしまった場合、正しいコントロールでパンチすれば問題ありません。コ

ントロールを飛ばした場合も、飛ばしたコントロールから順にパンチしてください。 

 

（6）フィニッシュ 

・最終コントロールからフィニッシュまでテープ誘導は設けません。 

・パンチングフィニッシュです。フィニッシュユニットにＥカードをはめ込んでくださ

い。その時点で計時が終了します。 

・フィニッシュ後は計算センター（Eカード読み取り所）に並んでください。 

・計算センターでは指示に従い、Ｅカードを読み取りユニットにはめ込んでください。

Ｅカードのデータを読み取り、コントロール通過をチェックします。 

・計算センターではコントロール不通過に関するクレームのみ受け付けます。 

・本大会では、バックアップ計時は実施しません。 

・レンタルのＥカードは計算センターで回収します 

（Ｅカードを紛失された場合は 3000 円頂きます）。 

・コンパスを借りられた方は、フィニッシュ後コンパスを受付にご返却ください。 

・地図は回収しませんが、出走前の人に見せることは禁止します。 

・フィニッシュ閉鎖は 16:00 です。それまでに必ず帰還してください。 

 

（8）成績速報など 

・成績速報は会場内に掲示します 

・競技と成績に関する調査依頼はフィニッシュ後、本部で受け付けます。フィニッシュ

では一切受付いたしません。 

・各クラス上位３名を表彰いたします。（15:30 頃から準備出来次第） 

・また、正式な成績は後日ホームページに掲載します。 
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【６.その他】 

・出したごみは各自で必ずお持ち帰りください 

・参加者が自分自身あるいは第三者へ与えた事故・損傷・損害については、主催者は一

切責任を負いません。 

 

【７.近隣スポット、イベントの紹介】 

・岸和田城 http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/kishiwadajyo.html 

・岸和田市お城まつり http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/oshiromaturi.html 

 

 

【８．今後の大会の紹介】 

◇ＫＯＬＡ主催大会http://kola1975.mbsrv.net/ 
・ＫＯＬＡたそがれオリエンテーリング大会 2019年7月27日(土)予定（調整中） 

・第35回ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会2020年1月3日(金)（調整中） 

◇2019年4月28日 大阪ＯＬＣ春の練習会（大阪府豊中市服部緑地） 

 http://www.orienteering.com/%7Eosakaolc/ 

◇2019年5月12日 明石公園オリエンテーリングの集い（兵庫県明石市明石公園） 
http://hyogo-oa.sports.coocan.jp/hyogo_ol_main.htm#%E6%98%8E%E7%9F%B3%E5%85%AC%E5%9C%92O%E3%81%AE%E9%9B%86%E3%81%84 

◇2019年5月18日 西神中央公園オリエンテーリングの集い（神戸市西区西神中央公園） 
http://hyogo-oa.sports.coocan.jp/hyogo_ol_main.htm#%E8%A5%BF%E7%A5%9E%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%AC%E5%9C%92 

◇2019年5月19日 関西学連2019年度第一回定例戦（滋賀県大津市大津湖岸なぎさ公園） 

http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=34&itemid=1458 

◇2019年5月26日第8回ウェルカム☆リレーオリエンテーリング大会（滋賀県高島市ガリバーの森） 

http://nishipro.com/welcome_relay/index.php 
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【９．ＫＯＬＡの紹介】 

「楽しいことをより楽しく」をモットーに年 3 回ゆるく大会運営しています 

◇ 新春オリエンテーリング大会 (1 月) 

◇ 岸和田市民オリエンテーリング大会(4 月) 

◇ たそがれオリエンテーリング大会 (7 月) 

もちろん、積極的に大会も参加します 

◇ ウェルカムリレー 

◇ クラブカップ７人リレー 

◇ ウエスタンカップリレー 

一緒に仲間になってくれる方を随時募集しています。 

クラブカップやウエスタンカップを楽しみたい方、特に大歓迎。 

 

◇ 会費：年 3,000 円 （学生は無料、定職を持たない人は 2,000 円）    

◇ 新加入時に、オリエンテーリング用ウェア（noname 製） を無料進呈！ 

 

 

◇ 大学現役＆OB 在籍（京都、大阪、東北、筑波、東工、津田塾 etc…） 

◇ 連絡先：kola_osaka@yahoo.co.jp(会長 横田) 

興味を持ったら、まずはご連絡ください。 

 

ホームページ：http://kola1975.mbsrv.net/   

【ＫＯＬＡ、オリエンテーリングで検索してください】 

Twitter ：@kola_osaka 

Facebook：https://www.facebook.com/KOLAkishiwada/ 
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