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第２９回KOLA新春オリエンテーリング大会 プログラム 

2014年1月3日（金） トップスタート10時45分 
大阪府大阪市 南港中央公園 

主催   岸和田オリエンテーリング協会(ＫＯＬＡ) 

競技責任者 ：横田 実、 コース設定者：平山 友啓 

 

雨天決行、荒天中止 

大会中止の場合は、１月３日７:00までにＫＯＬＡホームページにて告知します。

http://www63.tok2.com /home2/kola/ 
問合せ：横田実 tel 090-4299-2997、e-mail(強く推奨)：kola_osaka@yahoo.co.jp 

大会特設ｗｅｂページ http://www63.tok2.com/home2/kola/gyouji/shinshun/2014/index.htm 

※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 

    大阪市営交通・南港ポートタウン線「ポートタウン東」駅下車徒歩 10 分 

    駅よりテープ誘導あり（必ずテープ誘導に従ってきてください） 

（２）自動車でお越しの方 

     南港中央公園の駐車場が便利です。（駐車料金は、１日７００円） 

     駐車場よりテープ誘導あり 

 

【２.会場（集合場所）について】 

・会場は、当日の天候等により調整します。雨天時は、阪神高速湾岸線の高架下を利用します。 

・旧マップの一部を示します。紫の縦線のエリアは競技前に立ち入らないようにしてください。 

  ・トイレは、駐車場の北西にあります。 
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・主催者側で女子更衣用のテントを用意します。 

・公園内はオリエンテーリング大会参加者以外の一般来園者がたくさんおられます。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。 

 

【３.競技について】 

（1）全般的な注意 

・公園内での大会ですので、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、一般の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。もちろん、参加

者自身もけがをしないように注意して下さい。 

・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。 

（２）地図 

・「南港中央公園」 

・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://www63.tok2.com/home2/kola/gyouji/tasogare/2009/cs_ma_abxy.jpg 

・縮尺 1：4,000 等高線間隔 2m 走行可能度 4 段階 

 プリンタ出力コース印刷済みポリ袋封入済 

・コントロール位置説明は JOA の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。 

・MB,WB,N クラスのコントロール位置説明は、日本語標記です。 

 

（３）コース距離・競技時間 

クラス 距離 登高 
優勝予想

タイム
クラス 距離 登高 

優勝予想

タイム

ＭＡ 無制限 3.1km 40m 15分 ＷＡ 女子年齢無制限 2.5km 30m 15分 

Ｍ３５ 男子35歳以上 2.5km 30m 15分 Ｗ３５ 女子35歳以上 2.2km 30m 20分 

Ｍ５０ 男子50歳以上 2.5km 30m 15分 Ｗ５０ 女子50歳以上 1.9km 20m 20分 

Ｍ６５ 男子65歳以上 1.9km 20m 15分      

ＭＪ 男子高校生以下 2.0km 20m 15分 ＷＪ 女子高校生以下 2.0lm 20m 20分 

ＭＢ 男子中級者 2.0km - 20分 ＷＢ 女子中級者 2.0km - 20分 

Ｎ 初心者 1.8km - 20分      

 競技時間は全クラス 60 分です。 

※予告なく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 9:45～10:30 

・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）1,500 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。 

・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）。 

・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。 
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（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 

 運営者側に余裕がありませんので、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 

・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。スタートでの再発行はしません。 

・スタート地区の時計（現在時刻を表示）を見て、 

 

3 分前：自分のクラスのスタート枠に入ってください。 

2 分前：枠をひとつお進みください。 

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。 

     （スタートまでこの段階では、地図は、見ないでください。） 

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

は赤白テープ誘導です。 

 

・地図は、参加者が責任を持って取って下さい。 

・指定時刻に遅刻された場合は、遅刻者枠に入り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。 

（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は、その後に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は、飛ばしたコントロールから順にパンチしてください。 

・Ｅカードならびにバックアップラベルへの加工は禁止します。 

 

（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。 

・フィニッシュ後は係員の指示に従って移動してください。 

・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。 

・レンタル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 12：30 です。それまでに必ず帰還してください。 

（7）お楽しみレース 

・恒例のお楽しみレースを用意しています。 

・お楽しみレースを事前申込していない参加希望者は、10:45 までに受付近傍にある「お楽しみレ

ース参加申込書」に記入してください。ただし、当日参加者枠には、限りがあります。 

・当日参加申込者が多数の場合は、各クラスの上位者を優先して選考させていただきます。 
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・お楽しみレースは、一斉スタート、ピンパンチ方式で、お楽しみレース用のコントロールから所

定数のコントロールをまわってきて、早くフィニッシュした参加者から、好きな賞品を選ぶことが

できます。賞品は、実用的なものから微妙なお宝あるいは粗品まで用意する予定です。 

  ※全員分の賞品が用意できないかもしれませんので、ご了解ください。 

・お楽しみレースのスタートは、12:30 を予定しています。 

  ※人数多数のため、時間差ハンディをもうけるかもしれません。 

（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。 

・また、正式な成績は後日ホームページに掲載します。 

・表彰式は、お楽しみレース終了後、実施します。（12:45 頃） 

・MA,WA クラスで過去 12 年間に「ＫＯＬＡ杯」を受賞していない成績最上位者の方に、賞品として

「ＫＯＬＡ特製Ｔシャツ」と「ＫＯＬＡ大会年間無料券」を進呈します。 

過去 12 年間の授与者は、表の通りです。  

KOLA 杯歴代授与者リスト 

  新春大会 ナイト大会（2007 年からはたそがれ大会） 

開催年 M クラス W クラス M クラス W クラス 

2002 奥村 理也 吉村 加代 山平 拓也 桑野 文 

2003 中村 貴史 吉岡 康子 小林 康浩 藤田 沙織 

2004 原 昇司 若木 まりも 寺岡 孝 藤田 沙織 

2005 澤地 未来 松本 知佐子 板谷 日出男 松本 知佐子 

2006 小林 康浩 加納 尚子 梅本 匠 林 加奈 

2007 池 陽平 坂本 涼子 佐藤 一平 - 

2008 鈴木 陽介 岩水 加代子 栄森 貴久 田川 雅美 

2009 野本 圭介 北川 仁美 西田 陽一 吉田 蛍子 

2010 大北 洋平 河崎 千里 大西 康平 石川 実起 

2011 和久田 好秀 鳥羽 都子 福田 雄希 岡部 悦子 

2012 結城 克哉 間中 千尋 石黒 文康 青柳 紀子 

2013 福井 直樹 野澤 麻乃 松下 睦生 関谷 麻里絵 

【６.その他諸注意】 

・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、第三者へ与えた事故・損傷・損害について、主催者は一切責任を負いま

せん。 

【７.近隣スポットの紹介】 

・ＩＫＥＡ 鶴浜 … スウェーデン生まれのホームファニシングカンパニー 約 1 万アイテムの家具と雑貨が揃う。 

・大阪南港フェリーターミナル 

・ＡＴＣ アジア太平洋トレードセンター 

・コスモタワー 

・海遊館 

・ユニバーサルスタジオ in ジャパン 
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【８．開催が予定されているオリエンテーリング大会のご紹介】 

◇阪大ＯＬＣ新人運営大会 

・2014年1月12日(日)箕面 
http://osakaunvolc.jimdo.com/%E6%96%B0%E4%BA%BA%E9%81%8B%E5%96%B6%E5%A4%A7%E4%BC%9A/ 

◇パーク O ツアーin 関西 2013 第 3 戦和歌山大会 

・2014年1月19日(日)和歌山県橋本市運動公園 
http://www.waka-orienteering.net/pkt2013/pkt2013index.htm 

◇大阪 OLC リレー練習会 

・2014年2月9日(日)黒添池（奈良県生駒市・大阪府交野市） 
http://www.orienteering.com/~osakaolc/relay-ol2013-2.pdf 

◇京大京女新人運営大会 

・2014年2月11日(祝)華頂塚将軍塚（京都市東山区、山科区） 
http://www.orienteering.com/event_info/2014/0211/kyokyo-pre.pdf 

◇パーク O ツアーin 関西 2013 第 4 戦大阪大会 兼 大阪大学オリエンテーリング大会 

・2014年2月15日(土)大阪大学豊中キャンパス 
http://osakaunvolc.jimdo.com/%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E7%89%B9%E8%A8%AD%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/ 

◇第30回ウエスタンカップリレー大会 

・2014年2月16日(日)大阪府高槻市 
http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=34&itemid=762 

 

◇ＫＯＬＡ主催大会 http://www63.tok2.com/home2/kola/ 
・岸和田市民大会 2014年04月中旬予定（岸和田中央公園） 

・KOLAたそがれオリエンテーリング大会2014年７月下旬予定（開催地調整中） 

・第30回ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会2015年1月3日（開催地調整中） 



スタートリスト
クラス 時刻 名前 所属クラブ　または　学校 Eカード番号 お楽しみレースの希望

MA 10:46 板谷　裕樹 OLP兵庫 148502 ○
MA 10:47 幸原　朋広 阪大OLC 196056 ○
MA 10:48 寺田　啓介 鞍部同好会 76882 ○
MA 10:49 伊藤　悠葵 阪大ＯＬＣ 196077 ○
MA 10:50 太田　裕士 京大OLC 64059 ○
MA 10:51 梅本　匠 右近の会 大阪府12 185239 ○
MA 10:52 瀬尾　峻汰 石井(F)の復帰を願う会 大阪府13 139602 ○
MA 10:53 牧内 佑介 石井(F)の復帰を願う会 大阪府14 185240 ○
MA 10:54 葛野　力 新日暮里OLC 大阪府15 139604 ○
MA 10:55 岡本　耀平 京女OLC 大阪府16 185241 ○
MA 10:56 楠見　耕介 大阪ＯＬＣ ？ ○
MA 10:57 白石　進 大阪　OLC 大阪府17 185242 ○
MA 10:58 堀野　太郎 阪大ＯＬＣ 196099 ○
MA 10:59 築地　孝和 阪大OLC 大阪府18 185246 ○
MA 11:00 嶋岡　雅浩 チーム温暖化 157915 ○
MA 11:01 奥村　理也 ウルトラクラブ 401574 ○
MA 11:02 福井　直樹 阪大ＯＬＣ 196070 ○
MA 11:03 松下　睦生 外部OLC 114665 ○
MA 11:04 加納　尚子 朱雀OK 483354 ○
MA 11:05 大林　俊彦 大阪OLC 173280 ○
MA 11:06 板谷　智史 OLP兵庫 大阪府19 185249 ○
MA 11:07 栗栖　怜央 阪大ＯＬＣ 大阪府21 185252 ○
MA 11:08 池　陽平 京葉OLC 76982 ○
MA 11:09 五百倉　大輔 京大OLC 150073 ○
MA 11:10 内藤　一平 ITOLC 大阪府22 185256 ○
MA 11:11 木村　洋介 大阪ＯＬＣ 497892 ○
MA 11:12 伴　毅 京都ＯＬＣ 64050 ○
MA 11:13 倉本　竜太 京大ＯＬＣ 64044 ○
MA 11:14 大西　健夫 名大OLC 155057 ○
MA 11:15 丘村　彰敏 大阪OLC 182531 ○
MA 11:16 小池　英希 JANETS 157856 ○
MA 11:17 実藤 俊太 石井(F)の復帰を願う会 大阪府23 185259 ○
MA 11:18 小菅　一輝 外部OLC(京大) 64113 ○



スタートリスト
クラス 時刻 名前 所属クラブ　または　学校 Eカード番号 お楽しみレースの希望

M35 10:47 谷垣　宣孝 OLP兵庫 409833
M35 10:49 今西　伸行 大阪府01 139565 ○
M35 10:51 片山　雅之 ＯＬＰ兵庫 大阪府02 171587 ○
M35 10:53 板谷　日出男 OLP兵庫 148503
M35 10:55 中島　信治 大阪OLC 大阪府03 139567

M35 10:57 河合　利幸 OLCレオ 大阪府04 185210 ○
M35 10:59 阪本　博 大阪OLC 409812 ○
M35 11:01 川端　勲 北九州OLC 大阪府05 185221 ○
M35 11:03 坂田　雄一郎 * 大阪府06 185224 ○
M50 11:05 福田　良雄 OLC吉備路 410209
M50 11:07 関野　賢二 ＹＴＣ78 大阪府07 185227 ○
M50 11:09 角岡　明 三河OLC 409809 ○
M50 11:11 石井　博昭 ＯＬＰ兵庫 大阪府08 185231

WA 10:46 大島　風子 奈良女子大学 大阪府33 139697 ○
WA 10:48 坂田　博子 * 大阪府34 185333 ○
WA 10:50 藤原　愛 奈良女子大学 196098 ○
WA 10:52 八十島　梓 京女OLC 大阪府35 185339 ○
WA 10:54 江角　友美 奈良女子大学 大阪府36 139700 ○
WA 10:56 小谷　麻緒 奈良女子大学 大阪府37 185340 ○
WA 10:58 日比野　可奈子 奈良女子大学 大阪府38 185345 ○
WA 11:00 前之園　知江 京女OLC 大阪府39 139704 ○
WA 11:02 樋口　みゆき 奈良女子 大阪府40 185346 ○
WA 11:04 鳥羽　都子 OLCレオ 76971 ○
WA 11:06 山田　祐理子 奈良女子大学 大阪府41 185349 ○
WA 11:08 井上　佳南 奈良女子大学 大阪府42 185356 ○
W35 10:46 片山　保子 OLCふるはうす 大阪府32 171588 ○
M65 10:48 山本　博司 ES関東C 412158 ○
M65 10:50 辻村　修 コンターズ 大阪府09 185233

M65 10:52 小嶋　裕 大阪OLC 大阪府10 185234

M65 10:54 佐藤　政明 大府市 410143
M65 10:56 塚田　元朗 京都OLC 大阪府11 185238 ○
W50 10:58 山本　陽子 ES関東C 408454
W50 11:00 吉岡　康子 OLC吉備路 41205
MJ 11:02 福井　陽貴 九会小 大阪府24 185273 ○
MJ 11:04 村上　健太郎 ISOC 大阪府26 185299

WJ 11:06 板谷　梨子 * 大阪府43 185359

N 10:45 菰渕　すみれ 大阪府27 185302

N 10:45 菰渕　佑人 大阪府28 185306

N 10:45 四宮　寿美子 豊中ＯＬＣ 大阪府29 185309

N 10:47 中島　遼 ゾロリーズ 大阪府30 185329

N 10:49 福井　望月 * 大阪府31 185330 ○


