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第２０回

ＫＯＬＡナイトオリエンテーリング大会

IN　堺市　大仙公園

２００６年８月５日（土）

集合地点で準備をする

参加者たち。

しかしこの場所、

やたらとゴキブリが出てくる。

ゴキブリが苦手な僕にとっては

地獄のような場所でした。

受付の開始。
３０名以上の参加がありました。
ありがとうございます。

今回は、堺市の大仙公園での
実施です。
４月から地図調査を開始して、
最新の基準であるISSOM2005準拠
で作成。
なんとか使えるように
仕上がりました



速報を貼り付けます。

同時刻に、遙かヨーロッパの
デンマークでは
WOC2006の女子リレーが
行われていました。

参加者の皆さん、
ありがとうございました。

参加者のライトに浮かび上がる
コントロール。

スタートした後、
参加者のデータ確認。

今回は、フリーポイントＯなので
とにかくペナなしで
帰ってきたものから順位が
確定します。

　　　　　　

いよいよスタートです。

７：３０の時報とともに飛び出す

参加者たち。

じっくりと周り方を考える

グループもいます。



クラス 順位 氏名 所用時間 ペナ
Ｔシャツ
獲得経験

ＭＡ 1 小林　康浩 0時15分56秒 2006

ＭＡ 2 梅本　匠 0時20分41秒 ☆

ＭＡ 3 下堂　文寛 0時21分30秒

ＭＡ 4 板谷　日出男 0時23分50秒 2005

ＭＡ 5 谷村　正樹 0時24分00秒

ＭＡ 6 楠見耕介 0時24分14秒

ＭＡ 7 木村　洋介 0時27分26秒

ＭＡ 8 根本　雅昭 0時31分14秒

ＭＡ 9 杉山　一男 0時34分53秒

ＭＡ 10 内田　潔 0時40分14秒

ＭＡ 11 城山　勉 0時42分32秒

ＷＡ 1 松本　知佐子 0時29分35秒 2005

ＷＡ 2 林　加奈 0時57分10秒 6 ☆

ＭＢ 1 糸岡　洸樹 0時23分39秒

ＭＢ 2 岡崎　崇 0時24分10秒

ＭＢ 3 中川　真幸 0時24分21秒

ＭＢ 4 逸崎　智也 0時45分31秒

WB 1 藤谷　明日香 0時35分08秒

WB 2 藤田　華那 0時57分46秒

WB 2 村上　有紀 0時57分46秒

WB 2 吉田　理恵 0時57分46秒

WB 2 渡辺　典子 0時57分46秒

G 1 小田　有莉奈・博則・藤原真奈美0時29分01秒

G 2 五百倉　大輔 0時29分04秒

G 3 安本　拓朗 0時35分06秒

G 4 岡田　, 池田 0時45分40秒

G 5 板谷ファミリー 0時47分16秒



クラブカップ＆ウエスタンカップに行こう！

いよいよ、来月はクラブカップがあります。そして１２月にはウエスタンカッ

プ。昨年は、クラブカップにも参加し、ウエスタンカップには４チームがエント

リーを果たしました。今年も、まずは参加して、みんなで楽しみましょう。

　参加予定はどうなってますか？　

？？？？？？△ＷＣ

？？？？？▲△ＣＣ

北川奥野松田河内谷藤田中村平山名前

？○？○？◎？？ＷＣ

○○○○？◎？？ＣＣ

白川横田前田永瀬中井保強大西名前

【クラブカップ】

参加予定の皆様は、参加スケジュールの検討もしておいてください。

　　永瀬は、9/17朝出発で、駒ヶ根高原大会参加を考えています。

　　9/16のスプリント参加は、仕事の都合と他の参加希望者しだいです。

　9/16(土)　スプリント午後スタート

　9/17(日)　インカレロング、

　　　　　　駒ヶ根高原大会(クイズＯＬらしい)・・午後スタート可能

　　　　　　インカレ併設トレイル　　　　　　・・午後スタート可能

　　　　　　インカレチャレンジ、トレイル　　・・午後スタート

　　　　　　※※駒ヶ根高原家族旅行村のケビン２棟予約済み

　　　　　　　（２年前の雨のキャンプと比較しはるかに快適です。）

　9/18(祝)　クラブカップリレー

＜ウエスタンカップ＞

　広島県庄原市の国営備北丘陵公園です。

　11/25(土)スコラ高原トレーニングイベント

　　　　　※※ウエスタンカップの会場に宿泊可能

　　　　　　　備北オートビレッジ

　　　　　　　http://www.bihoku-park.go.jp/areaguide_autovillage.htm

　　　　　　　４人用ケビン（８人まで宿泊できることになっています）

　　　　　　　を２棟予約してはいかがでしょうか

　11/26(日)ウエスタンカップ

　　※オートビレッジの予約は8/1から可能です



第２２回 

ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会 
【 開催日 】２００７年１月３日（水） 
【集合場所】富田林市 錦織公園 正面入口 パークセンター 
      正面入口より黄色テープ誘導あり。 
【 交通 】南海高野線「滝谷」駅   東へ 徒歩２０分 
      近鉄長野線「滝谷不動」駅 西へ 徒歩２５分 
     ［有料駐車場有り → 当日は無料ですが台数に限りがあります］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【受付時間】９：３０～１０：３０ 
【競技形式】ポイント－Ｏ。希望者によるお楽しみレースあり。 
【使用地図】『錦織公園』（2005年・大阪ＯＬＣ作成） 
【 クラス 】ＭＡ（上級）、ＭＡＳ(男子上級ショート・ＷＡ相当)、ＷＡ（上級女子） 
      ＭＢ（中級男子）、ＷＢ（中級女子）、Ｎ（初心者）、Ｇ（グループ） 
     ※優勝設定時間は、Ａクラスは３０分、Ｂ、Ｎ、Ｇは２０分程度を予定 
     ※参加者によっては、クラスの変更をお願いする場合があります。 
【注意事項】プログラムの事前送付はありません。 
      スタート時間は、当日、第２受付にて指定します。 
 
 



【 参加費 】一人 1000円（当日 1500円） （中学生以下事前＆当日とも 500円) 
      Gは一人 500円（当日 700円） （中学生以下事前＆当日とも 200円） 
      事前申し込みは成績表無料送付します（KOLA会報内記載）。 
    ※KOLAとんぼ池大会＆大仙公園大会参加者は、事前申し込み者に限り 200円引きにします。 
    ※とんぼ池＆大仙公園ＫＯＬＡ杯獲得者は、事前申し込み限定で無料ご招待！ 
     8月４日現在の無料招待対象者 → 小林康浩，加納尚子，佐藤政明 
【申込方法】 
  ［郵便局による方法］ 
      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）氏名（ふりがな） 
      （３）住所 
      （４）電話番号 
      （３）年令 
      （４）所属クラブ［学校名］ 
      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 
  ［銀行振込による方法］ 
       ・E-mailにて、上記の(1)～(4)をお知らせください。 
       ・ジャパンネット銀行 普通口座 001-3833107 ヨコタミノル 
        に参加費を振り込んでください。 
 
【問合せ先】〒 ５９６－００４４ 岸和田市西之内町２－２０   寺田 保 
      電話 072-438-0260 
      ＦＡＸ 020-4664-7566（KOLA専用。通話料+30円/枚かかります) 
      E-mail → mail@kola.club.ne.jp 
      ウェブサイト → http://www63.tok2.com/home2/kola/ 
【申込締切】２００６年１２月２２日（金） 
【そ の 他】・軒下があり雨天時安心です。 
      ・女性用更衣テントの用意もあります。 
 



ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

8/19-20 大阪OLC夏合宿 [愛知.新城]

8/19か20 トレイルO体験会 [新潟.新潟]

8/26 みやぎオリエンテーリングの集い(5) [宮城.仙台]

8/26-27 トレイルO普及員養成講習会 [新潟.長岡]

9/2-3 第21回吉備路ナイト＆デイ大会 [岡山.]

9/3 第29回東北大大会 [宮城.仙台]

9/3 [JOA:B]第22回埼玉県協会大会 [埼玉.滑川]

9/9 京都カップ2006 [滋賀.]

9/10 [JOA:S]パークOツアーin関西第1戦 [和歌山.橋本]

9/10 トレイルO新潟大会 [新潟.新潟]

9/16-17 日本学生OL選手権(個人ロング) [長野.駒ヶ根高原]

9/16-18 第14回クラブカップ7人リレー大会 [長野.駒ヶ根高原]

9/18 ファミリー初心者＆メモリーOL大会 [福岡.北九州]

9/23 みやぎオリエンテーリングの集い(6) [宮城.利府町]

9/23 石川県リレー選手選考会 [石川.金沢]

9/23 スポレクぎふ2006大会 [岐阜.岐阜]

9/24 秋の親子大会 [福岡.福岡]

9/24 大阪OLC秋の練習会 [大阪.大阪]

9/24 第35回福井市民スポレク大会 [福井.福井]

9/30 [JOA:S]パークO北海道第4戦 [北海道.]

9/30 トレイルO体験会 [新潟.長岡]

10/1 のじぎく国体デモ競技 [兵庫.加西]

10/1 関東学連新人戦 [埼玉.秩父]

    10/8 トータス２日間大会 2日目 リレー [長野.富士見町]

10/9 北九州市民体育祭大会 [福岡.北九州]

10/9 石川健民祭大会兼津幡町スポレク大会 [石川.津幡]

10/14 第18回OLT杯 [山梨.須玉]

10/15 [JOA:B]中日東海ブロック大会 [愛知.豊田]

10/15 第1回岩手大・岩手県立大大会 [岩手.滝沢村]

11/3 [JOA:S]パークOツアーin関西第2戦 [大阪.吹田]

11/5 [JOA]第15回全日本リレーOL大会 [兵庫.神戸]

11/26 第23回ウェスタンカップリレー [広島.庄原]

1/3 第22回KOLA新春OL大会 [大阪.富田林]

1/28 パークOツアーin関西第4戦 [奈良.橿原]

3/4 [JOA:S]パークOツアーin関西第5戦（日程変更11⇒4） [京都.京都]

3/25 [JOA:S]パークOツアーin関西第6戦 [兵庫.三木]




