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       （０１／１／１～０１／１／３１）         前田  
 
 200１年新世紀のスタートはＫＯＬＡの運営からニューマップ蜻蛉池、  
続いて今までなら、名古屋大か山口大、広大コースだが今年は事情が有り  
遠征は大セーブ、１／７の京都カップがスタートとなった。  
１／７ 京都カップ 将軍塚 ＭＡＳ ３６００ｍ ２２０  
今回は鬼のいぬ間の大会（先輩諸氏を鬼なんて失礼します）  
久しぶりの将軍塚、でも一部円山公園で走った所有り、  
① へはいつものコントロール場所必死で登り（５：２４）  
② はオーバーランで尾根に入るところくだり道まで、戻ったが  
入るところが未定何とか入りこみピークを目指すが今度はショート気味  
（８：３０）、③は道に下り道走りからアタックポイントを尾根に向かう  
（５：１２）、④は清水山のピーク（３：５６）でクリア、⑤⑥は道走り

からアタックとそれぞれ（３：２１）（３：０８）でクリア、⑦はロング  
道走りのみ、（６：５４）⑧は沢超えのレッグ（４：４１）、⑨は直進  
（２：５８）、⑩は山下り（２：３６）ラストは全力（０：３２）  
トータル（４７：１２）  
成績ＭＡＳ  
1 位 谷さん 三重 ４６：１５  
2 位 前田     ４７：１２ 惜しかった  
3 位 御勢さん   ４７：４３  
京都カップの得点が増えるぞ、ラッキィー  
 
１／１４ 学連 4 回定例戦 千本杉 ＭＡＳ ４７００ｍ １７０  
 昨年の１レッグツボリを無くそうと頑張ったが今回⑥で（１９：１２） 
切れてしまった、成績 1 位の人 ４４：１４  
 5 位辻村さん １：１０：３９  
 6 位御勢さん １：１１：３２  

10 位前田  １：１９：１０  
1／２８は 大阪ＯＬＣの行事参加で５０００ｍ走り、そのあと  
 ＯＬ、４８００ｍは２５：０３ ＯＬは４７００ｍ、２８：０３  
1 月は以上で終。  



１月　ＫＯＬＡ運営会議報告
［参加者］
寺田保、横田、強
［議題］
【１】橋本大会
　・２月４日（日）　１０：００から杉村公園駐車場
　　　　［参加者］横田
　・今回のコースプランニング　→　白川
　・大会時に配布（販売？）用に、府委員会より「オリエンテーリングのしおり」

【２】ＫＯＬＡ総会
　・４月８日（日）　橋本大会終了後　
　・終了後、現地にてパーティー形式？

【３】ナイト－Ｏの場所
　・８月４日（土）
　・大泉公園（ＫＯＬＡ特製ナイトマップ）

【４】近畿ＯＬ連絡会報告
　　［別ページ参照］

【５】２月の運営会議は？
　・２２日（木）　午後８：００からＫＯＬＡハウスにて
　・１月２９日（月）に府委員会（森ノ宮）
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近畿ＯＬ連絡会議事録 
2001年 1月 21日(日) 13：25～ 大阪府青少年会館 3Ｆ会議室にて 
主管：大阪ＯＬＣ（司会：沖浦徹二 記録：阪本博） 
出席団体（順不同） 
和歌山県協会 京都ＯＬＣ 京都府協会 みやこＯＬＣ コンターズ 岸和田ＯＬ協会 
京都女子大学 ＯＬＣレオ 関西学院大学 関西学連 神戸大学 奈良女子大学  
京都橘女子大学 大阪大学 大阪外国語大学 豊中ＯＬＣ ＯＬＰ兵庫 兵庫県協会 
滋賀県協会 大阪市立大学 ＯＬＣ吉備路 大阪ＯＬＣ 大阪府委員会 
 
１、クラブ自己紹介 
 
２、行事日程調整 
日程は別紙「オリエンテーリング行事日程」参照。 
 
5月 13日京都カップ第 2戦（京大）は 10月に日程変更の可能性あり。→京都府協会内で調
整。 
 
全国一斉ＯＬ大会 
滋賀：開催予定 時期未定 
京都：開催予定 6月 10日予定 双ヶ丘 
大阪：開催予定 5月下旬予定 
兵庫：開催の方向 
和歌山：開催予定 時期未定 白浜・新庄総合公園 

 
全日本大会のテレイン範囲（京都府協会より） 
「奥大文字」「七福思案処」の一部。 
 
３、ＪＯＡ理事会（２０００年１２月１２日・東京）報告（京都府協会・八田氏） 
１．事業計画及び収支予算案 
 省略、ただし一部については、下記のとおり。 
 ①全国一斉オリエンテーリング大会について 
  ・一般の人がＯＬに親しんでもらうための場を提供するため、今年も行う。 
  ・要項は各会員（都道府県協会）がつくり、「全国一斉」の文言をいれる。 
  ・参加費は一人５００円の線を崩さない。 
  ・申込受け付けも各会員 
  ・実施日は 6／17の前後 1週間 
  ・参加賞は例の袋状ザック。製造原価は 315円であるが、在庫を一掃するため開催会員
に 100円で頒布する。 
  ・オリエンの形式は自由 
  ・笹川財団に補助金(100 万円)を得るために領収書などの書類を、各会員よりいただく
こともあるかもしれない。（これに対し一部の理事から補助金申請をやめてはどうか、という
声もあった。） 
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２．ワールドゲームズ 
 秋田市 八幡運動公園 テレインは飯島浜（秋田県立大学） 
 8／18 IOF選抜の男女各 40名（内日本よりは 2名）のミドルクラシック参戦 
 8／19 併設大会（2日間の観戦及び参加料 7000円、1日目のみ 1500円、2日目のみ 5500
円の予定だが流動的） 
 選抜選手の競技の状況の見学や声援、8／19 の白の多いテレインでの併設大会の参加、な
どの実績が将来オリンピック種目に取り上げられることにつながると考えられるので積極的
な参加をお願いしたい。ＩＯＦも今年最も力を入れている。 
 
３．関西に関係ある全国規模の事業のうち、ＪＯＡが後援するもの 

5月 19～20日 OCAD講習会（兵庫・三木） 
コントローラクリニック （6月または 10月、ＩＯＦより講師が来る→要英語力） 

 
４．ＪＯＡ競技規則の改正案 
ＪＯＡ競技専門委員会としては、今年の総会で決定には持ち込みたいが、施行は平成 14
年 4月以降となる。 
 
（質疑応答） 
「全国一斉大会の参加費一人 500円の線は崩さない」はこどもにも適用されるのか？こども
は安くしないと意味がないのではないか？（コンターズ 辻村氏） 
→未就学児は以前から無料だが、小学生以上については討議はされていないがやはり 500円
を取る方向。（八田氏） 
→要項は訂正できないが、運用の段階で、たとえばこどもには地図を安く売るような方法は
可能。（滋賀県協会 平島氏） 
→運用を柔軟にすればよい。（兵庫県協会 尾上氏） 
 
ワールドゲームズ併設大会について、富士のワールドカップの併設大会のときのようなお粗
末なものではなくてしっかりしたものにしていただきたい。（辻村氏） 
 
ＪＯＡ競技規則改正について、ＩＯＦ基準に合った高年齢層のクラス分け細分化の検討をし
ていただきたい。（辻村氏） 
→ＪＯＡは「日本の実情に合わせて変更しない」という話（八田氏） 
→「実情にあわせて変更できる」という規則にしておけばよい（レオ 愛場氏） 
→「実年齢より若いクラスに出られる」「隣接する 2、3クラスは統合してよい」とＩＯＦで
はなっているから、ＪＯＡでもそれにあわせればよいのでは（尾上氏） 
→しっかりした理由付けをしていかないとＪＯＡで取り上げられるのは難しい（八田氏） 
 
裁定委員会の規則上の策定、裁定委員の能力を持った人の養成が必要ではないか。（愛場氏、
和歌山県協会 楠見氏） 
→裁定委員についてはＩＯＦ規則にある。（尾上氏） 
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４、東アジア競技大会大会協賛ＯＬ事業についての提案（兵庫県協会・尾上氏） 
 
（尾上氏よりの資料） 
ＷＯＣ２００５の事務局（落合君）からの協力依頼です。 
 東アジア大会が大阪で開催されることは初めて聞きましたが、地元として何かできないでし
ょうか？ 
 ワールドゲームズ（２００１）、ＷＣ（２００４）、ＷＯＣ（２００５）と日本での国際競技
会が予定されています。ＩＯＦとしては、オリンピック種目へ の採用を最重要として掲げて
おります。 
 これらを成功させるためにも、マイナーなスポーツであるオリエンテーリングを積極的にＰ
Ｒ・普及（知名度のアップ）に努める必要があると思います。 上記の東アジア大会もそのチ
ャンスとなるでしょう。 
 
■第３回東アジア競技大会 
 期間：2001年 5月 19日(土)～27日(日)（9日間） 
 場所：大阪市および周辺市 
 ホームページ：http://www.eagoc.or.jp/ 
 主催：東アジア競技大会連合（EAGA：East Asian Games Association） 
 運営：(財)第 3回 OSAKA東アジア競技大会組織委員会 (EAGOC：The 3rd OSAKA East 
Asian Games Organizing Committee) 
 参加国：中華人民共和国，朝鮮民主主義人民共和国，中国香港，日本，大韓民国，中国マカ
オ，モンゴル，チャイニーズタイペイ，カザフスタン共和国，グアム，オーストラリア(オー
プン参加) 
 実施競技：15競技と 2つの公開競技 
   水泳，陸上競技，バスケットボール，ボウリング， 
   ボクシング，サッカー，体操，ハンドボール，柔道， 
   ソフトテニス，テコンドー，バレーボール， 
   ウエイトリフティング，レスリング，武術太極拳， 
   ホッケー（公開競技），ボート（公開競技） 
 
 ■東アジア競技大会でのオリエンテーリング実施 
 ・正式競技        可能性× 
 ・公開競技        可能性× 
 ・市民参加型協賛イベント 可能性○ 
 
 ＥＡＧにしてもＡＧにしても日本オリンピック委員会が所管しますので，日本での活動にお
いてＪＯＡがちゃんと動かない限りどうしようもありません． 
 ＥＡＧ：東アジア競技大会，ＡＧ：アジア競技大会 
 
 ●目的 
  ○広報 
  ・オリエンテーリングの五輪種目化のため 
  （ＩＯＦの重要課題，ＥＡＧにはＩＯＣ委員の来日があるはず） 
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  ・五輪へのステップとしてＡＧ，ＥＡＧへの導入のため 
  ・ＷＧ２００１，ＷＯＣ２００５の宣伝 
  ○普及 
  ・オリエンテーリングの国内普及 
   ＷＯＣ２００５の日本開催が決まった今こそが，日本における 
   普及をやりなおす千載一遇のチャンス． 
 
 ●実施内容（案）  勝手にあげてあります 
  ・ブース設置（拠点） 
  ・ブースでのパネル展示 
  ・ブース周辺での体験イベント（フット，トレイル） 
  ・ＥＡＧ協賛パークＯ［会期前，会期中］ 
            （一般対象，オリエンティア対象） 
 
 
 ●なぜパークＯか？ 
  アジアでこそパークＯです．植生の問題からオリエンテーリングを森でできるアジアの国
というのは限られています．無理して森でやって，トラに追っかけられたり，大蛇を踏んづ
けるわけにはまいりません．場所を選ばないパークＯにこそアジアでのオリエンテーリング
の普及がかかっていると思います． 
  普及には手軽さが必要です．オリンピック同様にアジア大会，東アジア大会もイベントの
肥大化という問題をはらんでいます．新たな競技の採用が難しい状況下で，オリエンテーリ
ングを突っ込むにはいろいろな面で手軽さをアピールする必要があります． 
  目的を果たすためには，魂を抜かれない範囲で，競技の形態にこだわっていては参りませ
ん．五輪入りを果たしたあのテコンドーもコンパクトにするために階級分けを普通よりも少
なくしたんです．そんな工夫をやってるんですね． 
 
 【参考】アジア関連の国際スポーツイベント 
 ●2001  
  第 3回東アジア競技大会 大阪 5/19～27 
  第 21回ユニバシアード競技大会 北京 8/22～9/1 
 ●2002 
  第 14回アジア競技大会 釜山 9/29～10/14 
 （第 19回冬季五輪 ソルトレイクシティ 2/8～24） 
 ●2003 
  第 5回アジア冬季競技大会 青森 2/1～8 
 ●2004 
 （第 28回夏季五輪 アテネ 8/13～29） 
 ●2005 
  第 4回東アジア競技大会 マカオ 
 ●2006 
  第 15回アジア競技大会 ドーハ（カタール） 
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（意見） 
東アジア大会実行委員会にはコンタクトを取れそう。（尾上氏） 
 
学連新歓ペアと兼ねられる？→学連に持ち帰って検討してみる。しかし運営能力の低下によ
り開催は厳しい。（学連 衣目氏） 
 
反対にＯＬ大会に東アジア大会のブースを出してもらってはどうか？（衣目氏） 
 
準備時間が無さ過ぎる。また、東アジア大会に合わせて大会をやるだけでは競技としてのオ
リエンテーリングのアピールにはならない。（愛場氏） 
 
お茶を濁す程度の大会ならできるがそれ以上はできない。（豊中 OLC 岩井氏） 
 
大阪ＯＬＣでの単独開催は難しいが、実行委員会形式なら協力する。マスコミに取り上げて
もらうにも、上部団体から働きかけてもらわないと難しい。（大阪 OLC 野沢氏） 
 
大阪府の一斉ＯＬ大会と兼ねる？大阪府委員会としては前向きに考えたい（大阪府委員会 
中野氏） 
 
（結論） 
学連と大阪府委員会でそれぞれ検討する。 
 
５、その他 
前回連絡会の議事録がまだ発送されていない。前回の議事を録音したテープが行方不明のた
め前回連絡会の議事録は発送不能。（関西学連） 
 
ウエスタンカップ 
2001年度は兵庫（日程は別紙） 
2002年度は大阪 
 
オリエンテーリングのアピールのために、2008年オリンピックが万が一大阪に決まったら、
何らかのアクションを起こすべく、心の準備をしておいてもらいたい。 
また、2004年ワールドカップ、2005年世界選手権への東海地区への協力も近畿地区として
積極的にすべきであろう。（愛場氏） 
 
６、次回 OL連絡会 
学連の年 1回の主管は大変ではないか？（司会 沖浦氏） 
→個人的意見として、確かに大変である。（衣目氏） 
→次回議題に挙げる 
 
次回は滋賀県協会主管で 7月上旬～中旬開催 
 



オリエンテ－リング行事日程 
月 日 行 事 名 場 所 主 催 者 

1月21日 ジュニアチャンピオン大会 青梅 多摩ＯＬ 
1月28日 第54回岡崎市ＯＬ大会 岡崎中央総合公園 岡崎市ＯＬ協会 
1月28日 公園練習会 服部緑地 大阪ＯＬＣ 
2月11日 関東インカレ団体戦 栃木県日光 関東学生ＯＬ連盟 
2月12日 リレ－練習会 箕面 大阪ＯＬＣ 
2月17日 京葉ベイサイドパーク･Ｏ 千葉県幕張 京葉ＯＬＣ 
2月18日 第23回早大大会 成東町 早稲田大学ＯＣ 
2月下or3月上旬 愛知県初心者大会 知多市 愛知県ＯＬ協会 
2月25日 ＯＬ練習会 甲山 豊中ＯＬＣ 
3月9～11日 インカレ一般併設大会 愛知県作手村 日本学連 
3月18日 京都カップ第４戦 行者山北麓 京都ＯＬＣ 
3月18日 千葉県ＯＬ協会大会 千葉県佐倉市 千葉県ＯＬ協会 
3月18日 インターハイ 栃木県日光市 関東高校生ＯＬ連盟ＯＳ会 
3月25日 全日本大会 宮城県利府町 日本ＯＬ協会 
4月1日 第18金沢大学ＯＬ大会 石川県金沢市 金沢大学ＯＬＣ 
4月8日 橋本ＯＬ大会 橋本市 ＫＯＬＡ 
4月8日 平成13年度愛知県民大会 瀬戸市常光寺 愛知県ＯＬ協会 
4月15日 第15回新潟大学ＯＬ大会 新潟県三島郡 新潟大学ＯＣ 
4月15日 大阪ＯＬＣ春の練習会 未定 大阪ＯＬＣ 
4月21日 合同運営練習会Part１ ポ－トアイランド 神大、市大、奈良女、関学 
4月22日 京都カップ第１戦 志賀清林 京都府ＯＬ協会 
4月30日 第2回富士山こどもの国大会 富士市 静岡県ＯＬ協会 
未定 新歓ペアＯＬ 未定 関西学連 
5月4～5日 米沢ＯＬ２日間大会 山形県米沢市 山形県ＯＬ協会 
5月13日 京都カップ第２戦 淡海冨士 京大 
5月上or中旬 愛知県初心者大会 犬山市 愛知県ＯＬ協会 
5月12日 合同運営練習会Part２ 大泉緑地 神大、市大、奈良女、関学 
5月下旬 東アジア競技大会協賛パークＯ   
5月19-20日 OCADクリニック 三木ホ－スランド OCAD研究会 
5月19-20日 ディレクター移行講習会 京都  
5月20日 市阪戦 箕面 大阪市大ＯＬＣ 
5月27日 京都カップ第３戦 山城の里 みやこＯＬＣ 
5月下旬 大阪府一斉ＯＬ大会 大阪府下各地 大阪府ＯＬ委員会 
6月中旬 愛知県初心者大会 岡崎市 愛知県ＯＬ協会 
6月17日 関西学連第１回定例戦 天王山 神大、奈良女、市大、立命 
6月17日頃 全国一斉ＯＬ大会 各地  
7月28日 ナイトＯＬ大会  兵庫加西ＯＬＣ 



月 日 行 事 名 場 所 主 催 者 
7月28～29日 豊中＋岸和田合同合宿 未定 豊中＋岸和田 
7月or8月 東海地区連絡協議会合宿 作手村 東海地区連絡協議会 
8月4日 ＫＯＬAナイト大会 未定 ＫＯＬＡ 
8月5日 第21回練習会 未定 コンタ－ズ 
8月上旬 夏合宿 冨士 京大ＯＬＣ 
8月17～19日 ワ－ルドゲ－ムズ 秋田県秋田市  
8月24～26日 大阪ＯＬＣ合宿 八ヶ岳？ 大阪ＯＬＣ 
8月25～9月2日 世界移植者スポーツ大会協賛トレイルＯ 兵庫県  
9月1・2日 第15回ナイト&デイＯＬ大会 未定 ＯＬＣ吉備路 
9月8日 水篶刈大会 長野県伊那市 水篶刈 
9月9日 クラブカップリレー 長野県駒ヶ根市  
10月14日 関西学連第２回定例戦 一体山 阪大、橘女子大 
10月21日 千里ＯＬ大会 未定 豊中ＯＬＣ 
10月中or11月上旬 宝塚市民ＯＬ大会 仁川・甲山 宝塚市ＯＬ協会 
10月下～11月上旬 オリエンテーリングｉｎかつらぎ 天野 和歌山県ＯＬ協会 
11月3日 朝日･大阪府民大会 未定 大阪府ＯＬ委員会 
11月10-11日 埼玉Ｏフェスティバル(11日は公認)） 埼玉県秩父 埼玉ＯＬ協会 
11月11日 全国スポレク祭 三重県関町  
11月18日 奈良県民ｽﾎ -゚ﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 未定 奈良県ＯＬ協会 
11月23日 ｲﾝｶﾚ･ｼｮｰﾄ ﾓﾃﾞﾙｲﾍﾞﾝﾄ 石川県加賀 日本学連 
11月24日 インカレ・ショート 石川県加賀 日本学連 
11月25日 第27回東日本大会 福井県 日本ＯＬ協会 
12月2日 京都カップ第4戦 宝が池 京都府ＯＬ協会 
12月9日 第23回西日本大会 広島県 日本ＯＬ協会 
12月9日or16日 関西学連第３回定例戦（新人戦） 葉隠甲賀 京大、京女大 
12月16日 第35回真備町ＯＬ大会 吉備郡真備町 ＯＬＣ吉備路 
12月22日 ｳｴｽﾀﾝｶｯﾌﾟﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ 三木市近隣 ＯＬＰ兵庫 
12月23日 ウェスタンカップリレー 三木市 兵庫県ＯＬ協会 
未定 東海地区クラブカップリレ－ 久手町or名古屋市 東海地区連絡協議会 
未定 全日本リレー選手権 岐阜県 日本ＯＬ協会 
    
2002年    
1月 第56回岡崎市ＯＬ大会 岡崎市 岡崎市ＯＬ協会 
3月上旬 中日東海ブロックＯＬ大会 三重県 中日新聞 
2月下旬～3月上旬 和歌山県民大会 和歌山市周辺 和歌山県ＯＬ協会 
3月8～10日 インカレ 栃木県 日本学連 
3月24日 全日本大会 京都市 日本ＯＬ協会 
 



第５回　ＫＯＬＡ橋本オリエンテーリング大会

春休みに、第５回ＫＯＬＡ橋本オリエンテーリング大会を開催します。これまでに延

べ３５０名を越える参加者があり、毎年楽しんでくれています。春休み中のことであ

り、今年も皆様に楽しんでもらおうと考えておりますので、ご

家族連れやお友達どうしでお気軽にご参加ください。

【開催日　】２００１年４月８日（日）　小雨決行

【主　　催】岸和田オリエンテーリング協会（ＫＯＬＡ）

【後　　援】橋本市教育委員会

【集合場所】杉村公園内　駐車場前遊児童広場

【交　　通】南海高野線「御幸辻」駅　下車　徒歩約１０分

　　　　　　（「難波」駅より約６０分。駅前より誘導テープ［黄］あり）

【受け付け】午前９時３０分～１０時３０分　（スタート時刻は１０時～１１時）

【競技形式】ポイント・オリエンテーリング

【使用地図】ＫＯＬＡ作成「菖蒲谷」縮尺１：１００００

　　　　　　事前申込者は、コース印刷済み。

　　　　　　当日申し込みは、マスターマップ（もとの地図からのポイントの書き移

し）方式になることもあります。

【クラス　】　

グループクラス グループの構成

小学生男子組 小学生男子のみで構成される２～５人のグループ

小学生女子組 小学生女子のみで構成される２～５人のグループ
小学生混合組 小学生男女の混合で構成される２～５人のグループ

中学生男子組 中学生男子のみで構成される２～５人のグループ
中学生女子組 中学生女子のみで構成される２～５人のグループ

中学生混合組 中学生男女の混合で構成される２～５人のグループ

家族組 小学生以下の子供とその保護者で構成される２～５人のグループ
一般組 上記の条件に当てはまらない２～５人のグループ

個人クラス 参加資格
小学生男子 小学生の男子（３月に卒業したものをふくむ）

小学生女子 小学生の女子（３月に卒業したものをふくむ）

中学生男子 中学生の男子（３月に卒業したものをふくむ）
中学生女子 中学生の女子（３月に卒業したものをふくむ）

一般男子・初級 高校生以上の一般成人男子（初心者）
一般男子・上級 高校生以上の一般成人男子（経験者）

一般女子・初級 高校生以上の一般成人女子（初心者）

一般女子・上級 高校生以上の一般成人女子（経験者）



【参 加 料】１人３００円（ただし中学生以下１００円）

      成績表送付希望者は、２００円別途申し受けます（機関紙ＫＯＬＡ内記載）。

　　　「ＫＯＬＡ」年間購読希望者（４月～３月分）は、２０００円です。

【申込方法】①～②のいずれかの方法でお知らせ下さい。

      　①  郵便局にある「郵便振替用紙」（青色の振込料振り込み人負担用紙

　　　　　　を使用して下さい）の通信欄に

　　　　　　（１）参加希望クラス　（２）参加者全員の氏名・年令

　　　　　　を記入して、参加料を振り込んで下さい。これで申し込み完了です。

　　　　　　　［振込先］加入者名：岸和田オリエンテーリング協会

　　　　　　　　　　　　口座番号：００９７０－７－１４１５８

　　　　②　葉書かＥ－ｍａｉｌにて、問合せ先に（１）（２）の内容をお知らせ下

さい。参加費は当日お支払い下さい。

　※大会当日に、事前に申し込みしなくても参加はできますが、準備の都合上、　　

　できる限り申し込み下さるよう、お願いいたします。

【申込締切】２００１年３月２２日（水）　　［当日申し込みも出来ます］

【問合せ先】〒583-0033　藤井寺市小山９丁目１２－２２　横田実方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＫＯＬＡ橋本大会　係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　０９０－４２９９－２９９７

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ－ｍａｉｌ　minoru.yokota@nifty.ne.jp

【そ の 他】・参加賞としてゴールにてジュースをお渡しします。

　　　　　　・各クラス３位まで、表彰します。

　　　　　　・表彰は、午後１時ごろの予定です。

　　　　　　・運動の出来る服装、靴でご参加ください。

　　　　　　・コンパスは各自ご用意下さい。（５０個までは貸し出しできます！）

　　　　　　・競技中の怪我、事故については充分にご注意下さい。参加者が自分自

身あるいは他へ与えた損害については、主催者は一切責任を持ちませ

ん。

【オリエンテーリングとは？】

コンパスと地図をたよりに、決められたポイントを、いかに

速く通過できるかを競うスポーツです。地図上の赤丸の中心

に、三角柱の形をしたコントロールと呼ばれるポイントがあ

ります。それに付いているパンチ（針が付いた穴をあけるも

の）でチェックｶｰﾄﾞに印を付けてきます。決められた順番

どおりに、パンチで印を付けてきてゴールして下さい。

他のオリエンテーリング大会の情報も、インターネッ

ト ・ ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 し て い ま す 。 ア ド レ ス は

「http://member.nifty.ne.jp/Yminoru/kola/｣です。

スタート
ゴール



２月の予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　４日（日）　橋本現地調査　１０：００　現地駐車場　　　
　２２日（木）　編集＆運営会議　２０：００　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　ｉｎ　ＫＯＬＡハウス

Ａｉｍｉｎｇ

今月号から、ＫＯＬＡもなんとかＨＰ上にPDＦファイルとして公開しようと、スキャ

ナで取ったり、編集したりで、ちょっとなれなくて四苦八苦。ようやくでき上がりま

した。でも、今月号は、会員では前田さんの記事だけ。全日本大会も宮城県で遠いの

で、僕は今年は久しぶりのパス。残念。なんか面白い記事はないかなぁ。


