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KOLAたそがれオリエンテーリング大会2015プログラム 

2015年7月18日(土)クラス別一斉スタート17時15&20&25分 
堺市 大泉緑地公園 

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18日14:00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/tasogare/2015/ 

※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 

 電車 

大阪市営地下鉄 御堂筋線新金岡駅下車 ２番出口から東へ 徒歩１５分 
公園入口よりテープ誘導予定 

（２）自動車でお越しの方 

・第１駐車場を利用してください。（有料：１時間 420 円以後、１時間毎に 100 円） 

 
【２.会場（集合場所）について】 

・会場は、青空会場です。 

・主催者側で女子更衣用のテントを用意します。 

・トイレは、会場付近にあります。 

・飲み物の自動販売機は、トイレの向かい側にあります。 

・右に、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。 

・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。 
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【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。 

・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。 

  ・公園内に、植物を保護あるいは蜂の巣に近づかないようトラロープ、テープ、パイロン（カラーコ

ーン）で、囲われているエリアがあります。囲いの中には、立ち入らないでください。 

地図上には、可能な限りパープルのハッチで表記していますが、できていないものもあります。 

   例：左の写真は、小道が通行禁止になっています。テープの外側を迂回してください。 

 

  ・コース上に、救護所、給水コントロールは設置しません。 

・コース、ルート選択によっては、車道の横断、および走行をします。見通しの悪いところもありま

す。十分に注意して下さい。 

 

（２）地図 

・「大泉緑地 2015」 

・拡大エリアがあります。 

・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/shinshun/2010/cs_ma.jpg  

・縮尺 1：5,000 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、日本語表記です。 

・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。 

・排水升（右の写真参照）は、 (小さな池)で表記しています。 

コントロール位置説明では、 （小さな池）で、表記しています。 

・パーマネントコースのコントロールは地図上に表記していません。 
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（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 35 分 

17:25 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 

114,116        150 満点 

５点/１分 全クラス 

18:00 
WA,M35,M50 40 分 

17:20 スタート 

M15,M65 

W15,W35,W50, 

45 分 

17:15 スタート 

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 

114,116        100 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 

17:10 参加者はスタート地区に集合 

17:15 M15,M65,W15,W35,W50,MB,WB,N スタート 

17:20 WA,M35,M50 スタート 

17:25 MA 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５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３分前予定）があれば、見ることができます。 

・地図配布が３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。 
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・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。 

・誤ってパンチしてしまった場合、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。 

・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。 

・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】 

◇関西学連定例戦 

・2015年9月19日(土)滋賀県高島市ガリバー青少年旅行村 

http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=34&itemid=955 

◇第 17 回京大京女オリエンテーリング大会 

・2015年10月18日(日)京都市左京区http://kuolc.dip.jp/kucomp20/ 

◇第 4 回全日本ミドルディスタンスオリエンテーリング大会 

・2015年11月22日(日)神戸市北区再度山公園

http://www.kyoto-ol.sakura.ne.jp/nishipro/event/welcome_relay_201510.html 

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

・ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会 2016年1月3日(木)予定 

・岸和田市民大会 2016年4月予定 
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【８．たそがれO歴代優勝者】 

 ＭＡ ＷＡ Ｍ３５ Ｗ３５ Ｍ５０ Ｗ５０ 

2007 佐藤 一平 - 川口 洋 - 谷 秀司  

2008 中村 貴史 田川 雅美 堀端 和彦 - 小八重善裕  

2009 中村 貴史 松本知佐子 城森 博幸 - 佐藤 政明  

2010 大西 康平 松本知佐子 城森 博幸 吉岡 康子 宮崎 敦司 - 

2011 福田 雄希 岡部 悦子 阪本 博 - 阿部 昌隆 四宮寿美子

2012 石黑 文康 青柳 紀子 城森 博幸 片山 保子 愛場 庸雅 - 

2013 松下 睦生 関谷麻里絵 阪本 博 - 城森 博幸 - 

2014 松下 睦生 北川 仁美 城森 博幸 青柳 紀子 片山 雅之 山本 陽子 

 

 Ｍ６５ Ｍ１５ Ｗ１５ ＭＢ ＷＢ Ｎ 

2007    川口 長 - 中川 真幸

2008    - 堀端 典子 高橋 祐耶

2009  中森 哲平 吉田 蛍子 三輪 幸寛 辻野 真幸 辻尾 翼 

2010 磯部 貞夫 板谷 智史 - 土屋 武 羽柴 理紗 瀧野 公望

2011 御勢 健二 - 座古恵里圭 土屋 武 夏目 恵奈 中島 桜 

2012 佐藤 政明 門村 直樹 玉木沙羅々 小城 昌弘 - 福井 陽貴

2013 磯部 貞夫 板谷 智史 中森 楓 土屋 武 吉田 都 山田祐理子

2014 山本 博司 福井 陽貴 - 土屋 武 早川 昌子 松村 敏広

 

【９．たそがれO新人特別表彰】 

オリエンテーリングを始めた大学新人生のなかで、MA,WAクラスの最上位者を特別表彰します。 

該当者がＫＯＬＡ杯を獲得した場合は、次点の方を表彰します。 

 ＭＡ ＷＡ 

2011 安中 勇大 （該当なし） 

2012 （該当なし） （該当なし） 

2013 石井 政成 （該当なし） 

2014 緒方 空人 竹川和佳子 
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【１０．ＫＯＬＡ杯】 

ＫＯＬＡ杯獲得条件 

  ・ 新春大会、たそがれ大会において、過去１２年間にＫＯＬＡ杯を獲得されていない方の

中でＭＡクラス、ＷＡクラスの最上位者に授与します。 

ＫＯＬＡ杯獲得者特典 

・ ＫＯＬＡ Ｔシャツ 

・ ＫＯＬＡ大会年間無料招待券 

過去のＫＯＬＡ杯獲得条件 

  ・ 2006年新春大会～2013年たそがれ大会 

     ・ 新春大会、たそがれ大会において、過去にＫＯＬＡ杯を獲得されていない方の中で

ＭＡクラス、ＷＡクラスの最上位者に授与。 

  ・ 1993年新春大会～2005年ナイト大会 

     ・ 過去のＫＯＬＡ大会の参加記録を元にハンディを設定した上で、男性、女性の各最

高クラスでの最上位者に授与 

歴代獲得者 

 新春大会 たそがれ大会(2006年まではナイト) 

1993 中尾 正和 愛場 佐和子 中田 茂夫  夏目 喜代子  

1994 平山 友啓  松原 照子  佐藤 馨  中田 啓子  

1995 川前 紀尚 中田 啓子 佐藤 信一 中村 夕里子 

1996 中田 茂夫 夏目 喜代子 小森 民雄 中田 啓子 

1997 上手 正雄 四宮 寿美子 四宮 一夫 有福 薫子 

1998 中村 知晴 夏目 喜代子 御勢 健二 四宮 寿美子 

1999 大西 淳一 芝 聖子 小國 英男 四宮 寿美子 

2000 沖浦 徹二 四宮 寿美子 小野 貴政 四宮 寿美子 

2001 小坂 猛 田代 恵子 小林 康浩 奥田 裕子 

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 （該当なし） 

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 川北 洋平 河﨑 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 

2014 倉本 竜太 藤原 愛 板谷 智史 上良 智子 

2015 松澤 俊行 木村 史依   

 


