
KOLA たそがれオリエンテーリング大会 2014 プログラム

2014 年 7 月 26 日（土）　一斉スタート 17 時 15 分

貝塚市　二色の浜公園、海浜緑地とその周辺園

主催　　　岸和田オリエンテーリング協会(ＫＯＬＡ)

後援　　　大阪府オリエンテーリング協会

競技責任者　：横田実、　コース設定者：永瀬真一

雨天決行、荒天中止

大 会 中 止 の 場 合 は 、 7 月 26 日 14:00 ま で に Ｋ Ｏ Ｌ Ａ 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/tasogare/2014/
※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

南海電鉄本線「貝塚駅」駅下車

　徒歩２５分

または

　水鉄バス（コスモスライナー）二色の浜海浜緑地行き乗車（８分） 五中前下車徒歩３分

　　南海貝塚駅東口発 15:50 発、16:20 発　

　　　　



・公園内は、オリエンテーリング大会参加者以外の一般公園利用者の方がたくさんおられます。

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

※真夏本番！熱中症に注意！十分な水分補給を！（乾いたと思う前に飲む）塩分補給も！

・スパイク（ダボピン付シューズ含む）の使用は禁止します。

・競技エリアには、一般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。

・ 回るコントロールとルートチョイスによって、公園外の車道を通行、横断します。通行する車に

は、十分に注意してください。また、信号機のある交差点もあります。信号機の指示を厳守して

ください。（あるいは、その交差点から十分に離れた箇所を注意して横断してください。）

・公園内にも車の通行する道路、駐車場があります。通行、横断時は十分に注意してください。

・地図に表記できない小さい花壇・植込みがあります。傷めることのないよう注意してください。

・コース上に、救護所、給水コントロールは設置しません。

その代わり、コース周辺にある一部の給水栓の位置を給水マークで表記しています。表記のな

い給水栓も含めて利用にあたっては、一般の公園利用者の迷惑にならないように利用してくだ

さい。



（２）地図

・「二色の浜公園・海浜緑地」

　・New Map

　・日本オリエンテーリング地図図式規程（JSOM2007)準拠

　・縮尺 1：7,500、等高線間隔 2.5m

　・走行可能度 4 段階

　・A3 サイズ

　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。

・人工特徴物「×」は遊具を、「○」は、オブジェを示しています。

・ テレイン内に高速道路（高架道路）がありますが、橋脚を■で図示している以外は、高架道路

下の地表面の状態を図示しています。

・ 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。

・ 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。

・ コントロール位置説明で使用する「○」（人工特徴物）は、「オブジェ」を示します

（３）競技形式
　・スコアＯ；点数（コントロール番号の１の位が点数になります。ただし、「0」の場合は 10 点）

・コントロールを回る順番は自由です。

・競技時間内にどれだけ多く点数を獲得できるかを競います。

・満点は、クラスにより異なります。

クラス 競技時間と

スタート時刻

使用コントロール番号

点数合計

競技時間

超過時の減点

競技終了時刻

MA,WA,M15,W15,

M35,W35,

M50,W50,M65

45 分

17:15 スタート

72,73,75,76,77,78,79

80,82,83,84,85,87,88

90,92,93,94,95,96,97

100,102,103,104,105　140 満点

5 点/１分 全クラス

18:00

MB,WB,N 45 分

17:15 スタート

82,83,84,85,87,88

90,92,93,94,95,96,97

100,102,103,104,105　90 点満点

3 点/１分

　　　　※フィニッシュ閉鎖は全クラス 18：30 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 16:15～16:45

・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）。

（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

・集合時刻　17:05、　スタート　17:15

・スタート地区は会場近傍です。

・Ｅカードのない人は出走できません。

・スタート付近にアクティベートユニットを設置しますので、各自で、Ｅカードをあてて、アクティ

ベートしてください。

・地図は、スタート８分前より配布します。（配布時点では、地図を見ないでください）

・地図は、係員の合図（スタート５分前予定）があれば、見ることができます。

・地図配布が 5 分前までに完了しなかった場合は、配布完了時点から見ることができます。

・円滑な地図の配布にご協力下さい。

・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

・回るコントロールの選択とその順番は、競技時間を考慮し、各自で考えて下さい。

・コントロールに着いたらＥカードをコントロールのユニットにはめ込んでパンチをしてください。

・Ｅカードへの加工は禁止します。

（6）フィニッシュ

・フィニッシュは会場近傍です。

・全クラス 18：00 が競技終了時刻です。

・競技終了時刻より遅くなると、MA,WA,M15,W15,M35,M50,W50,M65 は、１分毎に 5 点、MB,WB,N

クラスは、１分毎に 3 点減点となります。（秒単位は切り上げ）

・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、フィニッシュ順に、計算センターに移動してください。

・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。

・フィニッシュ閉鎖は 18:30 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。

・各クラス上位３名を表彰いたします。（18:15 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。

【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．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】

◇パーク O ツアー in 関西 2014

・2014 年 8 月 17 日(日)第１戦　馬見丘陵公園オリエンテーリング大会
　奈良県広陵町・河合町　馬見丘陵公園 http://homepage3.nifty.com/joa-kinki/Park-O_Nara.htm
・2014 年 9 月 7 日(日)第２戦　和歌山大会

　和歌山県和歌山市河西公園　http://www.waka-orienteering.net/

・2014 年 9 月 28 日(日)第３戦　明石公園オリエンテーリング大会

　兵庫県明石市　明石公園　http://homepage3.nifty.com/joa-kinki/Park-O_Akashi.htm
　　・2014 年 11 月 29 日(土)第４戦　京都大会

　　　京都府亀岡市　亀岡運動公園　http://parko2014kyoto.blog.fc2.com/

　　・2015 年 1 月 3 日（金）第５戦　大阪大会　兼　KOLA 新春オリエンテーリング大会

　　　大阪府岸和田市　とんぼ池公園　http://www63.tok2.com/home2/kola/

◇関西学生オリエンテーリング連盟主催大会

　　・2014 年 10 月 26 日(日)第２回定例戦　滋賀県竜王町希望が丘文化公園

　　　http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=34&itemid=845

◇第 19 回京大京女オリエンテーリング大会 http://kuolc.dip.jp/kucomp19/

　　・2014 年 11 月 15 日（土）前日大会（京都大学）

　　・2014 年 11 月 16 日（日）本大会(滋賀県日野町グリム冒険の森)

◇ＫＯＬＡ主催大会 http://www63.tok2.com/home2/kola/

・ 2015 年 1 月 03 日(金)　ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会

　パーク O ツアー in 関西 2014　第５戦　大阪大会として開催します。

 2015 年 1 月 03 日(金)（大阪府岸和田市とんぼ池公園で開催予定）

・2015 年 04 月予定　岸和田市民大会

【8．アフター　オリエンテーリング】

　７月２６日は、20 時から第６２回岸和田港まつり（花火大会）が開催されます。

　くわしくは、こちらをご覧ください。

　https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/minatomaturi62.html



クラス 氏名 所属 Eカード クラス 氏名 所属 Eカード
MA 安中　勇大 京大OLC 64022 M50 阿部　昌隆 東京ＯＬクラブ 16959
MA 小暮　喜代志 木酔会 76925 M50 楠見　耕介 大阪ＯＬＣ 139723
MA 中村　貴史 杉風会 82540 M50 河合　利幸 OLCレオ 府14
MA 松下　睦生 京大OLC 114665 M65 佐藤　政明 大府市 410143
MA 朝野　椋太 京大OLC 114673 M65 山本　博司 ES関東C 412158
MA 実藤　俊太 つらたん 114688 M15 井上　貴信 ISOC 府02
MA 瀬尾　 峻汰 京大OLC/前塾 114780 M15 植田　一成 ISOC 府03
MA 板谷　智史 OLP兵庫 148503 M15 加藤　佑弥 ISOC 府04
MA 宇井　賢 京大OLC 170268 M15 小出　拓海 ISOC 府05
MA 福井　直樹 阪大ＯＬＣ 196070 M15 佐藤　耕希 ISOC 府06
MA 吉野　信 みやこOLC 196098 M15 嶋　優葵 ISOC 府07
MA 築地　孝和 浴衣OLK 196100 M15 須藤　悠太 ISOC 府08
MA 奥村　理也 OLC吉備路 401574 M15 角川　達人 ISOC 府09
MA 谷垣　宣孝 OLP兵庫 409833 M15 福井　陽貴 九会小 府10
MA 木村洋介 大阪ＯＬＣ 487892 WA 青柳　紀子 OLCふるはうす 府29
MA 緒方　空人 阪大OLC 府15 WA 秋山　里桜子 奈良女OLC 府30
MA 越智　純毅 京大OLC 府16 WA 井上　佳南 奈良女OLC 府31
MA 川田　将太 KOLC 府17 WA 小谷　麻緒 奈良女OLC 府32
MA 小谷　泰暢 京大OLC 府18 WA 郷田　侑希 奈良女OLC 府33
MA 続木　敬大 京大OLC 府19 WA 上良　智子 京大OLC 府34
MA 中西　基裕 阪大OLC 府20 WA 島田　紀子 奈良女OLC 府35
MA 中西　祐樹 京大OLC 府21 WA 下川　千晴 奈良女OLC 府36
MA 中村　哲 京大OLC 府22 WA 竹川　和佳子 京大OLC 府37
MA 平原　誉士 京大OLC 府23 WA 多田　泰子 * 府38
MA 平山　雄貴 大阪市大OLC 府24 WA 藤原　愛 京都OLC 府39
MA 福島　太陽 京大OLC 府25 WA 山田　祐理子 奈良女OLC 府40
MA 松井　俊樹 京大OLC 府26 WA 出田　裕子 ＯＬＰ兵庫 府50
MA 四辻　明洋 阪大OLC 府27 W50 山本　陽子 ES関東C 408454
M35 城森　博幸 OLP兵庫 148365 WB 石部　夏佳 * 府41
M35 板谷　日出男 OLP兵庫 148502 WB 早川　菖子 * 府42
M35 坂田　雄一郎 OLCふるはうす 府11 N 松村　敏弘 走る堂 府28
M35 柴田　恭 OLCふるはうす 府12
M35 福井　直樹 * 府13 ※「府○○」のカードはレンタルのものです。


