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KOLAたそがれオリエンテーリング大会2020 in 蜻蛉E

と ん ぼ

A池公園 プログラム 

2020年8月8日(土) トップスタート16時30分 

※本大会は、事前申込のみです。（当日申込はありません） 

岸和田市 蜻蛉池公園大芝生広場の南東側 
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、8月8日13:00までに、Twitter （@kola_osaka）及び 

大会ホームページ（https://japan-o-entry.com/event/view/430）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 

※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。 

 

【０. 新型コロナウイルス（COVID-19）等の感染予防に関する特記事項】 

 ・更衣用テントは用意しません。 

 ・コンパスの貸し出しは行いません。 

 ・「当日」、蜻蛉池公園利用者として、大阪府コロナ追跡システムへの登録にご協力ください。 

 ・人との距離は 2m以上を目安にしてください。 

   ・公園利用者、他の参加者、主催者スタッフとの距離を確保してください。 

 ・マスク着用の持参＆着用のお願い 

・会場エリアでは、できる限りマスクを着用してください。 

・会場エリア以外では、周辺環境（他の人との距離など）と熱中症予防も勘案して、着

用、不着用を各自、判断してください。 

   ・マスクは、各自持参してください。 

 ・手指消毒 

   ・こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をしてください。 

 ・口から飛沫をまき散らさない 

   ・大声での会話、応援等をしないでください。 

 ・感染症が疑われるときは参加しないでください。 

以下に該当する場合は、参加を見わせてください。 

・体調がよくない場合（例：発熱・咳咽頭痛などの症状がある場合） 

・同居家族や濃厚接触者に感染が疑われる方がいる場合 

・過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域

等への渡航又は当該在住者との濃厚接触のある方 

 ・当日参加できなくなった場合の対応 

  (1)代理出走者がいる場合 

   ・事前申込者本人が、事前に問合先に、代理出走者名を連絡してください。 

     ・代理出走者の記録は、参考記録となり、表彰対象外となります。 

     ※代理出走者からの申し出では、受け付けないのでご注意ください。 

  (2)代理出走者いない場合 

   ・事前連絡いただければ、参加クラスの地図を送付＋2021 年 KOLA新春大会参加費を割引 

 ・以下の場合は、大会開催を中止します。 

   ・公園管理事務所から、大会開催中止の要請があった場合 

   ・大阪府の自粛要請の対象に該当した場合 

  

https://japan-o-entry.com/event/view/430
https://smartcity-osaka.jp/user_tenant/login/eyJpdiI6IjlHaWE5d2dnZGt6c0d4K1BnN3FIZHc9PSIsInZhbHVlIjoiK2FoZUl0UmI0Y1lnQmo0WFpXTitYQT09IiwibWFjIjoiMjI4OTVjZWQwMDE5YjNhZTRhZDk5YzU5YTNiNDNmNjRhNWY0ZTljZGIyOTVhY2M5MjIyMWQ0YmZlYmE0NzFkNyJ9
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【１.交通案内】 

（１） 公共交通機関でお越しの方 

 ①南海電鉄南海本線「岸和田駅」、「和泉大宮駅」またはＪＲ阪和線「下松駅」から 

南海ウイングバス「道の駅愛彩ランド」行に乗車し、「蜻蛉池公園前」下車徒歩 10 分 

行先 

バス停 

道の駅 

愛彩ランド 

道の駅 

愛彩ランド 

岸和田駅前 15:10 16:10 

和泉大宮駅前 15:16 16:16 

下松駅前 15:25 16:25 

蜻蛉池公園前 15:33 16:33 

       ※和泉大宮駅の踏切渋滞などの影響で、遅れることがあります。 

※和泉大宮駅のバス停は、海側にあります。 

  一方、和歌山方面行ホームは、山側にあり、踏切を渡る必要があります。 

 

 ②南海電鉄南海本線「岸和田駅」またはＪＲ阪和線「久米田駅」から 

南海ウイングバス「牛滝山」or「白原車庫(内畑経

由)」行に乗車し、「稲葉」下車徒歩 20 分 

行先 

バス停 
牛滝山 

白原車庫 

内畑経由 

岸和田駅前 14:30 15:30 

久米田 15:25 15:40 

稲葉 14:53 15:53 

※JR 阪和線の踏切渋滞などの影響で、遅れること

があります。 

※「久米田」バス停は、久米田駅から８分ほど歩く

必要があります。 

・駅近くの「久米田駅前」バス停には、このバスは

経由しません。 

 

 ③JR 阪和線「久米田駅」下車 徒歩 60 分(4.6km) 

 

（２）自動車でお越しの方 

   ・第３駐車場（推奨）または第１駐車場を利用してください。（有料：１日 510 円） 
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【２.会場（集合場所）について】 

・会場は、青空会場です。屋根のある場所として、歩道橋の下があります。 

・主催者側で、更衣用のテントは、用意しません。 

・大芝生広場に、テント等を設置することは可能です。ただし、ペグの使用が禁止されています。 

・トイレ、飲物の自動販売機は、会場付近に複数あります。 

・公園内はオリエンテーリング大会参加者以外の利用者がおられます。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）地図 

・KOLA 作成「とんぼ池公園 2017」をリメイク 

・ISSprOM 2019 準拠 縮尺：1/4,000 等高線間隔 2m 走行度 4 段階  

・プリンタ出力、コース印刷済みポリ袋納入済み 

・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。 

・MF,WF,MB,WB,N クラスのコントロール位置説明は、日本語を併記しています。 

・コントロール位置説明のスタートでの配布は行いません 

・旧地図は、web 上で公開しています。 

http://kola1975.mbsrv.net/gyouji/tasogare/2017/tasogare-map-all.jpg 

 

528（その他横切れる人工特徴

物で滑り台等を表記しています。 

 

 

313（その他目立つ水系特徴物）で、目立つ水栓を表記しています。 

 

     コントロール位置説明では、○ （特別な特徴物）を使用します。 

大芝生広場 

この地図は、旧地図を使っているので、

現況と異なるところがあります。 

http://kola1975.mbsrv.net/gyouji/tasogare/2017/tasogare-map-all.jpg
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（2）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！ 

・本大会では、給水所は設置しません。必要に応じて、各自で飲料水を携帯してください。 

・スパイク（ダボピン付シューズ含む）の使用は禁止します。 

・バードウォッチング、ウォーキング等、公園利用者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、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
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（ウグイス色および濃い緑）、黒いふちのある池や川、パープルの格子を上書きしたエリアな

どがこれに該当します。 

・通行不能ながけ、通行不能な壁、通行不能な植生で、現地でわかりづらい部分は、必要に応

じて、青黄テープで明示します。 

※特例 

※本大会では、競技中、地図上で通過禁止の建物で表記しているト

イレの利用を認めます。 

  ただし、入った側の出入口からでてください。建物を横断する形

での出入りは禁止します。 

 

（３）コース距離・競技時間 

クラス 距離 登高 
優勝想定

タイム 
クラス 距離 登高 

優勝想定

タイム 

ＭＡ 無制限 3.3km 70m 17分 ＷＡ 女性年齢無制限 2.6km 50m 17分 

ＭＦ 大学生新人 1.6km 50m 16分 ＷＦ 女性大学生新人 1.2km 45m 16分 

Ｍ１８ 高校生 2.0km   Ｗ１８ 女性高校生 1.6km   

Ｍ１５ 中学生以下 1.5km 50m 20分 Ｗ１５ 女性中学生以下 1.5km 50m 20分 

Ｍ３５ 35歳以上 2.6km 50m 16分 Ｗ３５ 女性35歳以上 2.0km 35m 19分 

Ｍ５０ 50歳以上 2.5km 50m 16分 Ｗ５０ 女性50歳以上 1.8km 35m 19分 

Ｍ６５ 65歳以上 1.9km 35m 15分 Ｗ６５ 女性65歳以上 1.3km   

ＭＢ 男性中級者 1.5km   ＷＢ 女性中級者 1.5km   

ＭＮ 男性初心者 1.2km   ＷＮ 女性初心者 1.2km   

※競技時間は、全クラス 60 分です。 

※距離は直線距離です。 

※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)テレインプロフィール 

 岸和田市中央部の丘陵地帯に広がる公園。遊具のある広場、テニスコート、大芝生広場、あじさ

い園、森林、池とバリエーション豊か。1/4000でA4に収まらない広い公園。アップダウンはそれな

りにある。 

 

【４.競技の流れ】 

（1）受付 15:30～ 

・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）またはバックアップラベルを各自

でお取り下さい。 

・トレーニングコースを利用される方は、トレーニング用地図を１枚、各自でお取りください。 

 

（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)トレーニングコース（15:30 頃～18:00） 

  ・トレーニングコースは、コントロールフラッグ(吊り下げ)のみ設置しています。 

競技前のウォーミングアップ、競技後のクールダウン、初心者説明等にご活用ください。 

 

（4）初心者説明 

 運営者側に余裕がない場合、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。 

（5）スタート(16:30～) 

・スタート地区に行く前に、会場のアクティベートユニットでＥカードの動作確認をお願いします。 

・スタート地区は集合場所から徒歩１０分以内に設けます。詳細は当日掲示でお知らせします。 

・Ｅカードのない人は出走できません。 
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・スタート１分前に、役員がお名前を呼びます。 

・挙手で応答の上、地図箱から自分のクラスの地図をと

り、スタートユニット前にスタンバイしてください。 

・スタート 10 秒前になれば、 

Ｅカードをスタートユニットにはめ込んで、そのままお待

ちください。 

・スタート時刻になれば、Ｅカードをユニットから外し、スター

トしてください。 

・スタート枠から赤白テープ誘導をたどった先のフラッグが地図上のスタート（△）位置です。 

・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。（コース地図への印刷のみ） 

・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。 

 

（6）コントロールの通過について 

・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。 

・バックアップラベルのパンチ記録（針穴）は、しっかりとパンチしないと針穴が残らないこと

がありますので、注意してください。Ｅカードは、バックアップラベルを紛失しないよう、パ

ンチの支障にならない範囲で、テープで留める等の加工を推奨します。 

 

（7）フィニッシュ 

・最終コントロールからフィニッシュまでは、赤白色テープ誘導にそって進んでください。 

・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、速やかに計算センターに移動してください。 

※フィニッシュ順に、進んでください。 

・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セットしてください。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。 

・レンタルＥカードは計算センターで回収します 

・レンタル E カードを紛失された場合、10,000 円頂きます 

・フィニッシュ閉鎖は 18:16 です。それまでに必ず帰還してください。 

・競技が終了した地図の回収は行いません。最終スタート時刻以前には、会場で競技上の情報

交換を禁止します。 

 

（8）成績 

・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。 

※表彰式は行わず、確定したクラスからアナウンスの上、表彰状と副賞を配布します。 

・過去 12 年間「ＫＯＬＡ杯」を獲得していない MA、WA それぞれ出場者の中で最上位者に、賞品

として「ＫＯＬＡ特製Ｔシャツ」と「ＫＯＬＡ大会年間無料券」を授与します。 

・ＭＦ、ＷＦクラスの最上位者に、新人特別表彰として、「ＫＯＬＡ大会年間無料券」を授与します。 

・正式な成績は後日ホームページに掲載します。 

 

【５.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。 

 

 

【６.近隣スポット等の紹介】 

◇岸和田城 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/kishiwadajyo.html 

スタートチャイマーの動作 

スタート 10 秒前 ビープ音 1 秒間 

スタート 4 秒前 ビープ音 0.2 秒間 

スタート 3 秒前 ビープ音 0.2 秒間 

スタート 2 秒前 ビープ音 0.2 秒間 

スタート 1 秒前 ビープ音 0.2 秒間 

スタート時刻 ビープ音 1 秒間 

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/kishiwadajyo.html


 7 

◇道の駅 愛彩ランド（営業時間短縮中；～17:00）http://www.ja-izumino.or.jp/farmstand/ 

◇牛滝温泉四季まつり https://www.shikimatsuri.jp/ 

 

【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】 

◇真夏の関西スプリント練習会 

・2020年8月15日(日) 皇子が丘公園（滋賀県大津市） 

https://japan-o-entry.com/event/view/516 

 

◇真夏の関西ロング練習会 

・2020年8月15日(日) グリム冒険の森（滋賀県日野町） 

https://japan-o-entry.com/event/view/517 

 

◇第25回京大京女立命館オリエンテーリング大会 

・2020年9月26日(土) 開催地未定 

・2020年9月27日(日) 滋賀県大津市 

http://kuolc.dip.jp/kucomp25/ 

 

◇WMG/WMOC2021 関西プレイベント大会（スプリント） 

・2020年10月4日(日) 神戸市総合運動公園 

https://japan-o-entry.com/event/view/435 マスターズ 

https://japan-o-entry.com/event/view/438 一般 

 

◇WMG/WMOC2021 関西プレイベント大会（ミドル１日目） 

・2020年10月10日(土) 兵庫県ハチ北高原 

https://japan-o-entry.com/event/view/441 マスターズ 

https://japan-o-entry.com/event/view/437 一般 

 

◇WMG/WMOC2021 関西プレイベント大会（ミドル２日目） 

・2020年10月11日(日) 兵庫県ハ北高原 

https://japan-o-entry.com/event/view/434 マスターズ 

https://japan-o-entry.com/event/view/436 一般 

 

◇ＫＯＬＡ主催大会 http://kola1975.mbsrv.net/ 

・2021年1月3日(日)予定 ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会 

・2021年4月予定      岸和田市民大会 

  

http://www.ja-izumino.or.jp/farmstand/
https://www.shikimatsuri.jp/
https://japan-o-entry.com/event/view/516
https://japan-o-entry.com/event/view/517
http://kuolc.dip.jp/kucomp25/
https://japan-o-entry.com/event/view/435
https://japan-o-entry.com/event/view/438
https://japan-o-entry.com/event/view/441
https://japan-o-entry.com/event/view/437
https://japan-o-entry.com/event/view/434
https://japan-o-entry.com/event/view/436
http://kola1975.mbsrv.net/
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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 石黒 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 

2015 松下 睦生 北川 仁美 板谷日出男 青柳 紀子 河合 利幸 山本 陽子 

2016 緒方 空人 出田 涼子 坂田雄一郎 木下 佳子 楠見 耕介 出田 裕子 

2017 森河 俊成 佐野 萌子 沖浦 徹二 坂田 博子 河合 利幸 鮒田 里香 

2018 森河 俊成 佐野 萌子 稲田 旬哉 緒方 美智 中島 真治 秋房 麻里 

2019 菅谷 裕志 出田 涼子  篠原 英剛 木下 佳子 辻村 歩 北川 仁美 

 

 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 

2015 山本 博司 福井 陽貴 - 土屋 武 田中 美帆 山本一千花 

2016 山本 博司 福井 陽貴 - - 緒方 美智 福井 望月 

2017 前田 春正 福井 陽貴  定久 琴音 土屋 武 - - 

2018 - 中島 遼 - 頓宮 勇 黒木 結花 - 

2019 村橋 和彦 小比賀草太 - 中澤 寛典 - - 

 

【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、MＦ、WＦクラスの最上位者を特別表彰します。 

 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 

2015 深田 耕司 野中 瑞穂 

2016 森河 俊成 （該当なし） 

2017 片岡 佑太 澤田 眞子 

2018 （該当なし） 小橋 唯華 

2019 平岡丈 駒崎 成美 
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【１１．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 瀬尾 峻汰 戸谷 みのり 

2016 谷川 友太 木村 るび子 緒方 空人 出田 涼子 

2017 築地 孝和 佐野 萌子 森河 俊成 大野 真由莉 

2018 橘 孝佑 佐久間 若菜 田中 創 山根 萌加 

2019 南河 駿 谷川 理恵 菅谷 裕志 鈴木 伽南 

2020 谷野 文史 片岡 茅悠   

 


