
岸和田オリエンテーリング協会

［事務局］〒５９６－００４４

岸和田市西之内町４６－１２

寺田　強（℡0724-43-4904）

第２７８号2006年１２月１０日発行

［KOLA-HP］http://www63.tok2.com/home2/kola/　　　[E-mail]　mail＠kola.club.ne.jp



第 23回 ウエスタンカップ in 備北公園 

2006 年 11 月 26 日 

優勝  ＭＡ 京大ＯＬＣ   ＷＡ 朱雀ＯＫＡ 

 

ウエスタンカップに参加してきました。 

ＭＡ「ＫＯＬＡいよやか」Ｂ「ＫＯＬＡくすのき」と コンタ

ーズ MIX「オヤオヤギツネ」のメンバーです。 

25 日 前日 

 

今回、泊まった 

備北キャンプ場のコテージです。 

今回も、鍋。 

思ったよりも、多かったなあ。 



 

 

翌日、会場となる公園で、 

イルミネーションによる催しがありました。 

 

駐車場がいっぱいになるほど人が多く、 

たくさんのアベックの中、 

おっさん４人がうろうろしていました。 

２６日 当日 

当日は、あいにくの雨。 

タープを張って、場所を確保しましたが、 

会場にテントなんかを張っていたのは 

３張りだけでした。 



他の人たちは、建物２階の 

無料休憩所や… 

広場の端にある 

バーベキュー場の屋根に避難。 

 

 

雨で公園を利用している人も少なかったから

良かったのかな。 

 

さぁ、いよいよ開会式。 

雨でハンドマイクが壊れてしまいました(--;)。



優勝カップの返還。 

 

レプリカとして「酒」が進呈。 

…？。去年の影響が大＼(^^)√。 

 

選手宣誓。 

さぁ、いよいよスタートです。 



MA KOLA いよやかチーム 

ゼッケン 1111 の平山くん。 

 

頑張ってね。 

一斉スタート！！！ 

 

KOLA くすのき チーム 

前田さんのスタートです。 

 

 

 

 

 

 

 



ＫＯＬＡいよやか 

 

第１走 平山 

47 分 12 秒 

 

無難にまとめているが 

もっと走れ！ 

１走から２走の永瀬への 

タッチシーン 

 

 

第２走 永瀬 

52 分 14 秒 

 

６番コントロールでつぼり 

タイムを落とすが、 

後半盛り返す。 

［写真、誰かくれ～］ 

第３走 横田 

59 分 5 秒 

 

永瀬君と同じく６番で(--;)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＫＯＬＡくすのき 

第１走 前田 

26 分 5 秒 

 

予想以上に良いペース 

Ｂチーム２位で 

中間通過。 

 

第２走 寺田保 

29 分 7 秒 

 

タッチシーン 

 

第３走 助っ人の四宮さん 

34 分 12 秒 

 



 

表彰式の様子ですが… 

雨が強かったので、最後までみずに 

帰ってしまいました。 

 

すいません。 

このあと、かんぽの宿にいってお風呂でくつろいで帰りました。 

 

 

 



これからのＫＯＬＡの方向性 

１１月の運営会議に向けて、色々な意見が出されていますが、まだ全員の意見が出されていないので決

定にはいたっていません。ナイトや新春や各行事への関わりなど、どういうことで楽しんでいくか、Ｋ

ＯＬＡ会員皆様のご意見をお待ちしています。 
 
 【１】新春大会に向けて 
 ・地図 … 印刷、横田で。Ａ４におさめられるようにする。 
 ・準備 … １２月２３日（土） １０：００ ＫＯＬＡハウス 
           ☆購入物…チャック付きのビニール袋 
            コントロールカードのチェック 
            記念品の用意…何か景品になるような物があれば、 
                   お願いします。 
 ・運営者，参加などの会員の予定確認 
 ・新ＫＯＬＡ杯の内容 … お楽しみレースの１位 
 
【２】神於山祭りの報告 
 ・１１月１９日（日）神於山にて。 
 ・運営者 … 強、奥野 
 ・雨天にて、午後から中止。 
 [奥野さんの感想] 
神於山祭りに行ってきました。「たんけんウォーク」には、

神於山でトレーニング中のシニア野球中学生グループをは

じめ、10 組強の参加がありました。私は結局、あまりお役
に立てず（タクトさん＆岸和田市環境課の方々が機敏に動い

ておられました）。おみやげだけちゃっかりもらって帰って

きたので、申し訳ないです。午後から雨でお祭りが中止にな

り、私はコースをまわれず残念でしたが、楽しかった 
です。強さん、色々ありがとうございました。 
 
 
【３】ウエスタンカップ報告 
 ・参加クラス … ＭＡ 平山、永瀬、横田 
          Ｂ  前田、保、四宮 
 
【４】次回の新春とナイトＯと、各ＫＯＬＡ運営について 
 ・今までの開催地と今後の候補案 
   新春   ナイト 
  1999年 大泉緑地  大阪城公園 
  2000年 浜寺公園  浜寺公園 



  2001年 とんぼ池  大泉緑地 
  2002年 とんぼ池  浜寺公園 
  2003年 錦織公園  岸和田中央公園 
  2004年 光明池緑地  鶴見緑地 
  2005年 大泉緑地  深北緑地 
  2006年 とんぼ池  大仙公園 
  2007年 錦織公園  浜工業公園? 
  2008年 大仙・服部・大泉・二色浜? 
     2008年新春は、服部緑地 
        大阪ＯＬＣ作成の新地図を利用？？。 
 ・今後の年間スケジュール案 
   １月３日新春大会・・・・関西オリエンティアの新年の始まり 
               Ａクラスも楽しめる大会とする 
               パークＯ大会を兼ねるのはどうか？ 
   １月  大宮子供会 
   ４月  岸和田市民大会・普及メインで考える 
               （Ａクラスは設置しないとか） 
                とんぼ池公園、中央公園、浜工業公園を 
                ローテーション？。広報について要検討 
   ６月  全国一斉大会の手伝い 
   ７月  土曜日の夕方開催・・・ある程度交通の便の良いところで 
   11月  神於山里山祭りと府民大会の運営協力 
 
【５】各種行事 
 2007年１月 ３日（水） ＫＯＬＡ新春ＯＬ大会 錦織公園 
    １月 ７日（日） 大宮校区子供会ＯＬ指導＆主管 中央公園 
    １月２２日（日）？ 近畿ＯＬＣ連絡会       ？ 
    ４月 ８日（日） 年次総会  ＫＯＬＡハウス 
    岸和田市民ＯＬ大会 岸和田中央公園 
【６】府協会情報 
  ・１２月１７日に箕面現地で会議＆下見 
  ・２月３～４日 インストラクター講習会 
  ・全日本大会 2008年３月２３日 大阪にて開催（箕面） 
  ・ＫＯＬＡからも運営者数名。 
 
【７】その他 
  ・スタートチャイマー作成 
  ・ＫＯＬＡの小さい旗（Ａ４サイズ）でクラブが各自持つ。 
  ・ＯＬウエア作成の件（ノーネームでの作成は、20着から） 
 



ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

12/10 横浜OL12月練習会[要項] [神奈川.横浜]

12/10 埼玉レク大会inさかど[要項] [埼玉.坂戸]

12/16 第34回山口大大会[要項] [山口.宇部]

12/16-17 [JOA:S][NSR]第26回京葉OLクラブ・北総大会[申込][要項] [千葉.]

    12/16 [JOA:S][NSR]第26回京葉OLクラブ・北総大会　1日目 [千葉.柏]

    12/17 [JOA:S][NSR]第26回京葉OLクラブ・北総大会　2日目 [千葉.船橋]

12/16-17 トレイルO強化合宿[要項] [千葉.]

12/17 2006年度関西学連第3回定例戦兼新人戦[要項] [京都.京都]

12/23 上尾・伊奈Aパーマネントコースさよなら大会[要項][締近] [埼玉.北足立郡伊奈町]

12/24 東海学連ミドルセレクション[要項][締近] [静岡.富士宮]

12/24　-2007/1/1 APOC2006香港大会[要項] [香港.]

12/28-30 トータスジュニア合宿[要項] [静岡.富士宮]

1/2 第23回七福神OL大会[要項] [東京.青梅]

1/3 第22回KOLA新春OL大会[要項][締近] [大阪.富田林]

2007/1/7-8 愛知OLC大会[要項][締近] [愛知.尾張旭]

2007/1/7-8 トレイルO強化合宿[要項][締近] [愛知.尾張旭]

1/8 指導者研修会[要項][締近] [愛知.尾張旭]

1/8 インストラクター養成講習会＜後期＞[要項] [愛媛.今治]

2007/1/13-14 ユースキャンプ[要項] [静岡.富士宮]

1/21 第24回ジュニアチャンピオン大会[申込][要項][締近] [埼玉.日高]

1/21 新春OL兼福岡県大会[要項] [福岡.北九州]

1/21 朱雀OKミニ大会第3戦[要項] [京都.城陽]

1/28 パークOツアーin関西第4戦 [奈良.橿原]

1/28 かながわOL大会[要項] [神奈川.平塚]

2/3 2時間トライアル前日裏磐梯高原大会[要項] [福島.磐梯高原]

2007/2/3-4 OCAD作図講習会[要項] [大阪.大阪]

2/4 関東リレー2007兼関東インカレ団体戦[要項] [栃木.矢板]

2/4 京都市民総体OL大会兼第4回八田記念OL大会[要項] [京都.京都]

2007/2/10-12 スキーO 3 days[要項] [山形.真室川町]

2/11 [NR]第29回早大OC大会[申込][要項] [東京.町田]

2007/2/16-20 O meeting 2007[要項] [ポルトガル.S. Pedro do Sul]

2/18 全日本のための強化講習会 [福岡.北九州]

2007/2/23-3/3 スキーO世界選手権(Ski-O WOC2007)[要項] [ロシア.Krasnogorsk]

2/25 第11回クラブ対抗リレー大会[要項] [埼玉.熊谷]

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]

3/4 あけもどろ大会[要項] [沖縄.那覇]


