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トレイルO in KOBE 大会実行委員会

（スタッフ会議）
1．日　時：2002年5月18日（土）14時～16時60分

2．湯　所：尼崎市・小田公民館　教室5

3．出席者：磯部貞夫、井上健太郎、小山太朗、尾上俊雄、四宮寿美子、

　　　　　　砂田達之、寺田　保、豊島奈良彦

4．資　料：

　・スタッフ名簿（020518）

　・日本トレイル・オリエンテーリング競技規則

　・トレイル・オリエンテーリング　ガイドライン

　・大会要項（案）

　・事前講習会（案）

5．内　容

（1）経緯説明

　　・本大会に対してSSFスポーツエイドの補助金（28万円）を受けることが決まっ　　　た。

　　・行政、関係団体の後援申請、しあわせの村への仮手続きは終了しているが、障　　　害者団

体等へのPRはこれから。

（2）大会要項

　　要項案について詳細を決めた。

　　・受付時間は、初心者は10時～14時30分、経験者は10時～11時30分とする。

　　・コースは、初心者と経験者（オリエンティア対象）の2コースとする。初心者コースは2コー

ス用意し、希望者には2コース参加できるようにする。また、初心者説明を兼ねた体験コン

トロールを設置する。初心者→チャレンジ、経験者→？？（「アドバンス」でどうでしょう

か？）とする。

　　・参加費は、個人・グループを問わず600円とする。事前・当日とも同額。上記、2コース参加

の場合は200円追加。

　　・表彰は経験者コースのみとし、初心者コースは完走証（全問正解証）とする。

　　　参加賞（JOAのバッグ？）は全員に渡す。

（3）事前講習会＆デモ大会

　　・トレイル0のポイントとなるコース設計に関する事前講習会（オリエンティア対象）と「トレ

イル0の集い」（初心者、上級者）を実施する。7月27・28日で考える。なお、講習会はトレ

イル0研究会との共催を予定。場所は明石公園を候補とする。

　　・このほか、団体、学校、町内会などはのPR、説明会、デモなど、機会をみて実施する。情報

はMLなどを通して連絡し合う。

（4）役割分担

　　・実行委員会＝スタッフ会議として、全員で進める。

　　・チーフを取りあえず次のように決めた

　　　　総務：？？　渉外：磯部、（サブ）四宮　競技：（井上健、砂田）

　　　　会計：豊島

（5）その他

　　・補助金の対象は大会であり、事前講習会、実行委員会などは対象外。

　　・PR用ポスタ←、説明資料などは補助金で経めて作成するため、別途、募集する。



　　・経費は実費を支払うことにし、領収書（宛先は兵庫県オリエンテーリング協会とする）を必

ずとっておく。交通費は公共交通機関とし、後日各人毎に精算（全額となるかは不明）。

　　・MLは昨年のものを使用する。ただし、メンバーは見なおす。

…………………………………………………………………………………………

第４回　全国一斉オリエンテーリング大会　大阪会場

【主　　催】社団法人日本オリエンテーリング協会

【共　　催】大阪府オリエンテーリング委員会

【主　　管】大阪府オリエンテーリング大会実行委員会

【後　　援】大阪府、大阪府教育委員会、(財)大阪府青少年活動財団、

　　　　　　健康保険組合連合会大阪連合会　　［以上申請中］

【日　　時】平成１４年６月１６日（日）

【場　　所】大阪城公園

【受　　付】大阪府立青少年会館

【受付時間】午前９時３０分～１０時３０分

【競技方法】ポイントＯＬ

【 クラス 】①個人男性　中学生以上

　　　　　　②個人女性　中学生以上

　　　　　　③一般グループ　　（④⑤以外）

　　　　　　④少年少女グループ（小学生～中学生）

　　　　　　⑤ファミリーグループ

【 参加料 】個人　事前申込　１人５００円（中学生２００円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当日申込１００円増

　　　　　　グループ（２～５人）　１人３００円（中学生以下２００円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当日申込　５０円増

【申込方法】ハガキに必要事項をご記入の上、お申込み下さい。

【申込期間】６月１３日（木）まで［消印有効］

　　　　　　　ファクス、電話での申込は１４日まで可

【表彰など】各クラス第３位まで表彰状を授与します。

【参加資格】年齢,性別を問わず、ＯＬを楽しみたい方なら゛となたでも参加で

きます。初めての方も楽しく参加できるよう競技説明も実施していますので、安

心してご参加下さい。

【持ってくる物】筆記用具、時計、動きやすい服装、着替え

　　　　　　　　コンパスは貸し出し用として約１００個用意しています。

【申込・お問い合わせ】

　　大阪府オリエンテーリング委員会

　　〒５４０－０００３

　　　　大阪市中央区森ノ宮中央２－１３－３３

　　　　　　ユースサービス大阪内

　　　電話　０６－６９４２－５１４６

　　　ＦＡＸ０６－６９４２－２４４８





クラブカップ要項発表！

R.M.O-サービスの山川です。

パークＯと東大大会で配布したクラブカップ要項のテキスト版です。長文済みません。また重複し

て受け取る方、済みません。

当方、いまだにゴタゴタしていまして、何かと後手後手になっており多大なご迷惑をかけている方

も多く、申し訳ありません。（最近は、木村氏も本業／プロジェクタの開発／が大盛況で、かなり

忙しいようです）webの方も随時整備していきますので、宜しくお願い致します。

==========================

【大会要綱】【６月１日版】

いつでも戻って来られる　夏の祭典クラブカップ７人リレー！

今回は2005年アジアで初めての世界選手権されますが、そのメイン舞台となる作手高原での開催。

世界選手権用に作成される公式トレーニング用マップのリリース第１弾が本大会となります。GPSも

利用し、我が国最高の精鋭達による調査。そしてあの村越真が、なんと10数年ぶりに自らコースを

設定します。上位を狙う、それともウム

なし完走。ライバルクラブとの熾烈な闘い。そして、家族ぐるみの参加も飽きることなし。今年も

やります、キッズＯ。そして、トレイルＯ。そう、ここはいつでも戻って来られる場所。（学生ク

ラブ向けと全員制限選手の表彰を増やしました。さらにどんな層にも楽しんでいただけます。今ま

で躊躇していたあなたも仲間を誘って震ってご参加下さい）

第10回クラブカップ7人リレーオリエンテーリング大会　実施要綱

（ドリーム2005プロジェクト協賛大会）

期日：2002年８月25日（日）　雨天決行、荒天中止

主催：R.M.O-サービス

共催：三河オリエンテーリングクラブ

愛知県オリエンテーリング協会

後援：作手村、作手村教育委員会、つくで手作り村、穂の国森作りの会 他を予定

開催場所：愛知県南設楽郡作手村

会場：つくで手作り村

交通：東名自動車道豊川IC、音羽蒲郡ICより約40分、岡崎IC、豊田ICより約1時間。　　　駐車場あ

り、バス便は、新城からになります（少ない）。

クラス：

  クラブカップクラス：

　　　7人1チームのポイントOLによる男女ミックスリレー

  ベテランクラブカップクラス：

　　　4人1チームのポイントOLによるリレー

チーム構成：



次の基準を満たすチームを「正規チーム」とし表彰の対象とする。それ以外はオープン参加となる

（事前エントリーの段階でオープン申告していたチームが当日のメンバー変更によって正規条件を

満たしたとしても「正規チーム」の対象とはしない）

<クラブカップクラス>

　1.男女ミックスチームであること。すなわち、チームに必ず女子

    1名以上含むこと。（後述のように経過措置をとる）

  2. 7人とも同一クラブ員であること。

      （大学クラブ等で活動を共にしているクラブを含む）

  3. 申込期限、様式が守られていること。

  4. チーム構成員全員がその日初めてのレースであること。

  5. 7人の中に下記の【制限選手】A、B、Cの3人を含むこと。

     1人の制限選手が2条件以上を兼ねることは出来ません。

  6. チームに入る女子1名は、必ず第5走か第6走のどちらかでなけ

     ればならない。

    （年齢は2003年3月31日現在の満年齢）

 【制限選手A】次のア～エのいずれかの条件を満たす者。

ア.50歳以上男性　 イ.15歳以下男性

ウ.30歳以上女性　 エ.20歳以下女性

 【制限選手B】次のア～ウのいずれかの条件を満たす者。

     ア．40歳以上男性 イ．18歳以下男性 ウ．女性

 【制限選手C】次のア～ウのいずれかの条件を満たす者。

     ア．35歳以上男性 イ．20歳以下男性 ウ．女性　

   但し、次のような特別ルールを設ける。（※二．については、昨年より制限選手の構成が少しき

つくなっております。が、これも今回までの経過措置です。来年からは、女子2名以上を原則とし、

女子専用走区を設けます。今年のルール6.はその経過措置です。それが適わない場合は、さらにき

ついハンディをつけることになります。

男女ミックスリレーの基本コンセプトをご理解の上参加いただきたいと思います。もっともっと女

性やベテランの方を、仲間で誘いあってご参加ください。ここは、いつでも「戻って来れる場所」

ですから）

一． 女性３名以上の場合は、女性の年齢制限がなくなる。

【制限選手B】【制限選手C】共に（ウ．女性）の条件で出場する場合は、【制限選手A】において、

（オ．女性）の条件を満たせば良いこととします。つまり、制限選手３名が全員女性であればその

年齢は不問とします。

二． チームに女性を含まない場合、つまり男性のみのチームの場合【制限選手C】を使用すること

ができません。【制限選手A】【制限選手Ａ】【制限選手B】の構成となります。

<特別表彰>

「学生クラブ特別表彰」

クラブカップクラスの要件を満たし、メンバー全員が学部学生である（院生除外、留年生ＯＫ）チ

ームの上位3位を表彰します。今まで以上に、学生クラブの方も、強力チームを組んで奮ってご参加

ください。

「全員制限特別表彰」

クラブカップクラスの要件を満たし、メンバー全員制限選手であるチームの上位3位を表彰します。



メンバーの高齢化が悩みのクラブもこちらで熱い闘いを繰り広げて下さい。

<ベテランクラブカップクラス>

  1. 4人とも同一クラブ員であること。

  2. 申込期限、様式が守られていること。

  3. チーム構成員全員がその日初めてのレースであること。

  4. 構成員が、50歳以上の男性、もしくは40歳以上の女性であること。

     （年齢は2003年3月31日現在の満年齢）

　※上記、「全員制限特別表彰」の新設に伴い、このクラスの見直しを考えています。皆さんのご

意見を聞かせて下さい。

   ※当日メンバー表の「条件」欄に、制限選手3名について、「A-エ」とか「C-ア」とか合致する

条件を書いていただくことになります。本大会の選手登録方法は「自己申告」が大前提となりま

す。詳しくは問合せ先までお願いします。

チーム名称：

  クラブ名にA、B…をつけたものをチーム名称とします。

メンバー登録：

  本エントリーでは、仮メンバーでの登録となります。

  本登録は、当日「自己申告」形式にて走者・走順の本登録を行っていただきます。また、スター

ト後のメンバー変更については、前走者がビジブル区間を通過した1分後までとします。

テレイン・走区概要：

  奥三河高原、矢作川水系巴川と豊川水系巴川が分流するこの地は、古くから交通の要所で、数多

くの史跡に富んでいます。亀山城址や武家屋敷跡は、本テラインの中に存在します。林業が盛んな

地域でもあり、通行可能度は良好。斜面はやや急峻なものの、ＧＰＳを利用した点状特徴物や通過

容易地点の確定や、熟練者が作成する高精度の地図によって、今まで以上に、スピーディで正確な

アタックを要求するコースとなるであろう。各走区とも、最大限に特徴づけるような設定となるよ

う努力します。１・２走や５・６走では、植生が良く、緩斜面を中心に、ベテランや体力の無い方

が大きく不利になることは極力避けたいと考えています。久しぶりにオリエンテーリングをされる

方にも充分満足していただけるコースを提供します。

  区間　　　　　　 最短タイム　      　概要

  1,2,4,5走             30分    　　一般的なリレーコース

  3走,6走               35分　　　　テクニカルコース

  7走                   45分　　　　エリートコース

ベテランクラブカップは、クラブカップの1,2,4,5走区のコースを充てます。尚、リスタートにかか

ったチームについても、ゴール閉鎖時刻までにペナルティなしで全員がゴールすれば完走としま

す。2次リスタート者の競技可能時間は90分とします。クラブカップクラスの優勝設定時間は4時間

30分程度となります。

コースプランナー：村越 真／コースコントローラ：山川克則

スタート時刻：

  クラブカップ ：8:30　ベテランカップ：8:40



コントロール位置説明：

  IOF記号を使用します。

e-card使用：

  本大会では、全ての走区で、電子パンチシステムである、e-cardを使用します。欧州の大会では

セルフサービスのゴールも一般化しつつあるそうですが、当方でもゴール業務の画期的な小人数

化、効率化に先鋭的に取り組んでいます。詳しくはプログラムをご覧いただきますが、その点のチ

ームメンバーへの徹底等、参加者のご協力とご理解をいただきたいと思います。

表彰：

  クラブカップは6位まで、ベテランカップは上位3位までを表彰します。また、学生クラブ特別表

彰、全員制限特別表彰を上位3位まで表彰します。

参加費：

    クラブカップクラス  ：¥14,000／1チーム

    ベテランカップクラス：¥ 8,000／１チーム

  ※本年度より、諸般の事情により１人あたり¥2,000にいたしました。

遅れエントリーと当日参加：

  遅れエントリー及び当日参加はありません。

  メンバーの変更は当日できます。

招待クラブ：

  前回運営主体の「水篶刈」チームは無料で参加できます。

ゼッケン：

  ゼッケンは主催者側で支給します。胸と背中につけていただきます。前回完走チームについて

は、順位がゼッケンナンバーとなります。エントリーの際、前回順位をご記入下されば幸いです。

（成績表の作成が遅れていて申し訳ありません、成績はwebで公開しています）

地図： 縮尺 1:10,000、等高線間隔 5m、通行可能度 4段階表示

成績表：

  参加申込と同時に申込されますと¥500（140円切手別）、大会会場では¥800（郵送料込）で受け付

けます。またインターネットのWebページでPDFファイルにて公開します。主催者の色々な事情によ

り過去2年分の成績表発行が大きく遅れていて誠に申し訳ありません。今しばらくお待ち下さい。

開会式：

  ８月24日(土)15:30頃 つくで手作り村、三河大会表彰式終了後直ちに行います。

  優勝カップの返還

  テクニカルミーティング（テレイン、コース、注意事項の説明）

  ゼッケンとコントロールカードのピックアップ

付随イベント：

  ８月24日(土)昼間：同会場にて三河大会（世界選手権1000日前大会および年齢別選手権プレ大会

／別要項）



　　トレイルＯ・世界選手権1000日前大会

　　キッズＯ（参加費100円、低学年は会場が見渡せる範囲でいっちょまえに地図読み、川辺で水遊

びも出来ます。高学年は、近隣の亀山城址のお濠跡の細かい地形にもチャレンジ、どのコースも安

全です。ゴールするとお菓子がもらえます。縮尺2000分の1。

    大人も、スプリント競技として参加できます（お菓子はもらえません）。

　

８月25日（日）もキッズOやります。

   また、24日夜には各種報告会やセミナーなど企画されるところはプログラムでご案内いたします

ので、早めに概要をお知らせ下さい。

 [問合先]

  山川 克則  Tel:047-486-5162（FAX兼用)、携帯：090-4711-0306 但し家に不在のことが多いで

す。本人不在でも家人がご案内致しますが、直接聞きたいことがあれば携帯までお願いします。但

し自宅に居る時は電波の関係で携帯はつながりません。

  E-mail：clubcup@orienteering.com

[公式インターネットWebページ]

  さまざまな情報を提供するために以下のURLにwebページを開設します。

  http://www.orienteering.com/~clubcup/

参加申込方法

[郵送申込方法]

  参加費（および希望者は成績表代）相当の定額小為替を同封するか、下記郵便振替口座に入金か

どちらかを手続きの上、次の(0)(1)(2)を同封の上、郵送して下さい。

  また大会申込と同時に成績表を申込されるかたは(3)もご同封ください。

  (0) 定額小為替（いっしょに封筒で送金する場合）

  (1) 必要事項を記入した申込書

  (2) プログラム送付先を記入し、90円切手を貼った定形最大封筒

     (長形3号)複数部も可能

  (3) 成績表送付先を記入し、140円切手を貼ったB5サイズが入る封筒(角型3号)複数部も可能

郵送先：

  〒276-0027 八千代市村上団地1-12-103　山川 克則

締切  ：2002年７月29日（月）消印有効

  出来る限りクラブで一括してお申込み下さい。

  申込書はコピー可です。プログラムは提出された封筒に一部づつ入れて郵送します。成績表は提

出された封筒に一部づつ入れて郵送します。

[e-mail申込方法]

  (1) 指定郵便振替口座に参加費を支払う

  (2) (1)の手続きの後、必要事項を記入した所定の書式の申込書をE-mailで送付する。



指定口座：

  郵便振替 ００１２０－２－１６４３４

      名義人は「山川克則」

  e-mail申込先：rmos@orienteering.com

  e-mail締切  ：2002年7月29日（月）送信有効

  e-mail申込ではプログラムの郵送を行いません。

  大会1-2週間前よりプログラムのPDF版、及びテキスト版をインターネットWebページからダウンロ

ードできるようにします。orienteering.comのトップページからリンクでたどれます。

  e-mail申込の方でプログラムの郵送を希望される方は、「クラブカップ７人リレープログラム送

付希望」という紙と、送付先を記入し90円切手を貼った定形最大封筒（長型3号）を郵送申込先にお

送りください。締切は8月2日（金）必着です。

  e-mail申込の方で成績表の事前申込を希望する方は「クラブカップ７人リレー成績表送付希望」

という紙と、成績表送付先を記入し、140円切手を貼ったB5サイズが入る封筒 （角型3号）を申込部

数分と、申込部数分の定額小為替を同封して郵送申込先までお送りください。また、当日大会会場

でも成績表の申込受付を行いますの

でそちらを利用してください。

  成績表のPDFデータはインタネットWebページからダウンロード出来るようにします。

orienteering.comのトップページからリンクでたどれます。

その他の注意事項

 1.主催者は、参加者が本人または第三者に与えた損害損傷について責任を負いかねます。自身の責

任において参加して下さい。また、自分の健康や体調に留意し、無理な参加、無謀なエントリーは

しないようご注意下さい。スポーツ障害保険には主催者側で加入します。 2.台風襲来等、主催者が

参加者の安全を十分に確保出来ないと判断した場合、大会を中止することがあります。気象上の警

報が発令された時は原則としてその大会を中止します。

 3.大会プログラムは8月14日までに送付いたします。

 4.RMO-サービスの大会は参加者の皆さんと共に作っていく大会です。

  私達は地図とコースと舞台をセッティングするだけで、参加者の皆さんの積極的な参加や協力が

大きな価値を作り出すと考えています。本大会では、電子機器を本格的に導入しペナチェックもゴ

ールタイムも電子的にデータを取得する方法で今まで以上に少人数で運営します。また、一人でも

多くの方に参加して楽しんでいただくため、何人かの方には運営兼任をお願いしています。円滑な

運営遂行の為、皆様の協力を重ねてお願い申し上げます。

 5.本大会は、2005年夏に愛知県で開催される世界選手権の準備活動「ドリーム2005プロジェクト」

の協賛大会です。本大会の収入の一部を準備活動の一助とするとともに、当日は専用ブースを設置

いたします。皆様のご協力とご理解、宜しくお願い申しあげます。

駐車場



会場のつくで手作り村は、「道の駅」仕様の施設ですので、駐車場がありますが、これは他の来場

者に迷惑がかかりますので、オリエンテーリング参加者は、土曜日曜両日とも駐車することが出来

ません。前日は会場ほど近くの巴小学校が駐車場となりますが、日曜は小学校で他の行事があるた

め、駐車できません。会場から約北へ2km

の作手村役場周辺に駐車していただきます。送迎は構いません。

宿泊案内

会場となる、「つくで手作り村」（駐車場含む）での、キャンプ野営・車中泊り込みは禁止されて

います（駐車場は夜間閉鎖します）。タープテントや着替えテントなどの陣取りは、ステージ毎に

日中のみの利用となります。周辺部の宿泊に関してですが、三河高原地区でクラブカップの参加者

全員を収容するパイがそもそも物理的にありません。これは、2005年まで引きずる問題ではありま

すが、今回は情報が入り次第webに掲載するともに、WOCオフィシャル旅行会社である日本旅行の協

力により、周辺部会場まで1時間程度のホテル・民宿の案内を致しております。前述のように物理的

に不足のため、隣県までご案内することもあるかと思います。色々なタイプになりますので、クラ

ブごとに具体的に要望を述べていただき、早めに確保することをお勧めいたします。尚、設備の良

いキャンプ場は周辺部には無いようです。研修タイプのキャンプ場も含め調べがつき次第、webに掲

載していきます。作手村内では、村中心地に商人宿が1件、鬼久保ふれあい広場周辺にペンションが

3件あります。また、三河湖畔に数件民宿があります。

ご案内：日本旅行五反田支店　担当／小林、正能

電話：03-3492-6662（代）　　FAX：03-3492-8725

e-mail： gotanda_office@nta.co.jp

URL： http://www.nta.co.jp/aft/98259374.asp

前日大会のご案内

8月24日（土）世界選手権1000日前イベント（年齢別選手権プレイベント）

　主催：三河オリエンテーリングクラブ

会場：つくで手作り村（クラブカップリレーと同一）

競技形式：1.5～2kmのクラシック競技と、招待選手による

エキシビションレース

地図：ニューマップ／縮尺　1:10,000　等高線間隔　5m　

      通行可能度　4段階

参加費：事前申込1,800円　学生1,000円　高校生以下とグループ

      は200円

　当日申込は、学生・一般2,200円　高校生以下とグループ300円

申込方法：郵送もしくはWeb申し込み

郵送申込先及びWeb申込先：

　永井 昇　〒446-0001　安城市里町石橋団地580号

　e-mail： n-nagai@katch.ne.jp

　電子メール版要項請求及び問合せ先

      e-mail:： anzai@orienteering.com　fax： 0564-46-3563



申込は本大会とは別です

8月24日（土）トレイルＯ・世界選手権1000日前大会／25日もNコースのみ開設予定

　主催：日本トレイル・オリエンテーリング研究会

会場：つくで手作り村（クラブカップリレーと同一）

　参加費：E,A：1,000円　N：500円（当日納入）

申込：〒358-0002　入間市東町1-15-6　

      田中 博　e-mail：FZA05731@nifty.ne.jp

締切：8月20日（火）必着　

問合せ：高橋 厚　e-mail：astushi-t@mti.biglobe.ne.jp

会場：つくで手作り村（クラブカップリレーと同一）

今年もやります！（クラブカップはあらゆる「宣伝」の場）

・プログラムにも、各クラブ大会などの宣伝コラム

・速報ボードにはクラブマーク掲示(OCADかIllustrator

  ファイルで。大きさ10×14cm）

（以上2点の提出先は、e-mailのみ受付で rmos@orienteering.com

  まで）

・大会当日ステージ上でのマイク貸出による宣伝や

  アピール機会提供

※その他、参加者サイドからの提案や集会・活動大歓迎！

　まずは問合せ先まで打診してください。

＝＝＝＝（電子メール申込書式）＝＝＝＝

宛先：  rmos@orienteering.com

件名：10th_CC7_Entry

（このヘッダは各々のメールソフトの形式に従って下さい)

第10回クラブカップ7人リレーオリエンテーリング大会参加申込（クラブでまとめて申し込む場合最

初にまとめて申込チーム数と送金額をお書き下さい

  クラブ名：

  クラブカップ   ＠14,000＊＿＿チーム＝＿＿＿＿＿＿円

  ベテランカップ ＠8,000 ＊＿＿チーム＝＿＿＿＿＿＿円

  成績表部数  ＠500   ＊＿＿部    ＝＿＿＿＿＿＿円

  合計金額                 ＿＿＿＿＿＿円

  送金方法: 定額小為替郵送・郵便振替口座への振込

  （どちらかに○）

振込の場合

  振込手続者(振込の名義):

  振込日時:

  振込局名:



以下はチーム毎に記載

****************************

参加クラス：クラブカップ・ベテランカップ（どちらかを消す）

クラブカップ特別表彰対象はその旨記載

（学生クラブ特別・全員制限特別のどちらかをを該当チームは残す該当しないチームは消すこと）

資格：正規チーム・オープン参加（どちらかを消す）

チーム名:            (必ずクラブ名をチーム名の中に入れること)

前回順位:                            (不明の場合未記入でも可)

代表者氏名:

代表者ふりがな:

代表者電話番号:

代表者郵便番号: 〒

代表者住所:

  氏名  性別 年齢

第1走者

第2走者

第3走者

第4走者

第5走者

第6走者

第7走者

備考

クラブの抱負

（80字以内／プログラムに掲載します）



　　　０２年（豊中＋KOLA）夏合宿募集要項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御勢、寺田保

今年も恒例の（豊中＋ＫＯＬＡ）合同夏合宿を行います。

場所は和歌山県ＯＬ協会の協賛で、平成１１年の西日本大会の行われた

和歌山県かつらぎ町の「天野」の予定です。　

秋からのオリエンテーリングシーズンに備えて体力、知力を見直して

もらう予定です。　初心者の練習にも適した内容を組み込む予定です。

　　　　　　　　　　　　記

１、主　催：豊中オリエンテーリングクラブ

　　　　　　ＫＯＬＡ

２、協　賛：和歌山県ＯＬ協会

３、日　時：０２年７月２０日（土）、２１日（日）　１泊２日

４、場　所：和歌山伊都郡かつらぎ村　「天野」

５、宿　泊：観光旅館　美嶋荘　ＪＲ笠田駅からタクシーで２０分　

　　　　　伊都郡かつらぎ町日高３４０－４

　　　　　　電話　０７３６－２６－０１２３

６、内　容：１日目：ショートＯＬ他、夜は反省会、勉強会

　　　　　　２日目：クラシックレース他　　

７、会　費：１泊２日　１４，０００円（昼食は除く）

　　　　　　日帰りは　　１，５００円

８、募集人員：　先着　２０名

９、募集期限：　７月　７日　（満員になり次第締め切ります）

10、集　合：７月２０日　１０時　ＪＲ和歌山線　笠田駅前に集合

　　　　　　７時３３分　大阪駅発　和歌山経由　９時５６分笠田着

　　　　　　　　難波から南海高野線、橋本経由もあります。　

　　　　　　７月２１日　　８時３０分　観光旅館　美嶋荘前に集合　

11、申込先：　岩井　健二

　　問合先　　豊中市曽根南町２－１０－１７－２０５

　　　　　　　電話、FAX:０６－６８６６－０６７８

　　　　　　　Ｅメールの方は四宮（s-shino@mb1.kisweb.ne.jp）へ

12、当日連絡先

　　　御勢　携帯：０９０３－７４５－３２８７

　　　寺田保携帯：０９０４－６４５－５９５２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上



第１６回　ＫＯＬＡナイトオリエンテーリング大会

【日　　時】２００２年８月３日（土）のナイト

【集合場所】浜寺公園（大阪府堺市）　中央噴水広場

　　（南海本線「浜寺公園」または 阪堺電軌阪堺線「浜寺駅前」下車１０

分）

　　　公園の駐車場（有料：１時間¥400、以後¥100/時間）が利用できま

す。

【受付時間】午後6時30分～7時　7時30分スタート

【競技形式】スコアOL

【使用地図】大阪ＯＬＣ作成　浜寺公園Ｏ－マップ

【ク ラ ス】M＆W　ともに年齢無制限です

　　　　　　　※KOLA杯ハンディ戦もあります

【参 加 費】500円（事前）　当日は700円

【申込方法】参加費は、郵便振替にてお支払い下さい。

　　　　　　払込手数料は払込者の負担とします。

　　　　　口座番号：00970－7－14158

　　　　　加入者名：岸和田オリエンテーリング協会

　　　　　他記人欄：払込の住所・氏名・送金額

　　　　　　通信欄：参加者の氏名・電話番号・

　　　　　　参加クラス・生年月日・E－mail

【問合せ先】寺田　保　　電話　０７２４－３８－０２６０

　　　　　　E-mail　mail@kola.club.ne.jp

【申込締切】7月19日（金）

【注　　意】コンパス＆ナイトOL用品の貸し出しはありません。

　　　　　　　※懐中電灯などを忘れないようにしてください。



今月の予定
　１６日（日）　全国一斉大会　大阪城大会

　２６日（水）　運営会議　ＫＯＬＡハウス　２０：００

Ａｉｍｉｎｇ
今月は、ワールドカップも始まり、サッカーが加熱。日本も善戦していて、盛り上が

っていますね。でも、気にくわないのがチケット問題。なんで、もっと抗議をしない

のか、不思議です。当日券も売れば、もっと多くの人が観戦できるだろうに…。

さて、オリエンテーリングのワールドカップも、いよいよ２００５年に日本で開催さ

れますね。秋田のワールドゲームズの時のように、オリエンテーリングもメジャーに

取り上げられる用になるのでしょうか。それも私達次第でしょう。もっともっとそれ

に向けての環境作りが大切ですよね。みんなで頑張りましょう。

OLカレンダー

大会名 主催 場所 締切 問い合わせ

全日本ﾊﾟｰｸ 大会 立川市6/1 O JOA

6/2 24 OL OLC 4/05 090-9529-8638第 回東京大 大会 東京大 群馬県渋川市 瀧

全国一斉 大会 大阪 府委員会 大阪城6/16 OL

第 回加西ﾅｲﾄ 大会 加西 加西市7/20 2 OL OLC

8/3 KOLA OL OLA 7/06 0724-43-4904ﾅｲﾄ 大会 岸和田 寺田浜寺公園
8/4 22 7/7第 回ｺﾝﾀｰｽﾞ練習会 ｺﾝﾀｰｽﾞ 吹田市

第 回京大大会 京大 関ヶ原10/13 2

O-cup OLC 4/3010/1314 東京 富士見原高原

東日本大会 福島県10/27 JOA

第 回ｳｴｽﾀﾝｶｯﾌﾟ 交野市12/8 19

西日本大会 兵庫県12/23 JOA

KOLA OL OLA 0724-43-490403 1/3･ 新春 大会 岸和田 寺田

全日本大会 新潟県3/23 JOA


