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パークＯ・ツアーｉｎ関西2006

　香久山大会

2007年2月17日　奈良県　香具山

雨が降りそうな天気の中、

香具山までやってきました。

和泉市からは、南阪奈道路が使えて、

10時に出たら11時には到着。

スタートは、１２時過ぎだったので、

まず、昼食。

コントロールカードとデフ、ゴムひもをと

って準備中。他の参加者も、準備をしてい

ました。 

スタートの様子です。 



ゴール後は、速報で成績を確認

したり、地図を見て、コースを

確認したり。

Ｂクラスの成績速報。

成績

Ｂクラス

　１位　後藤　50分55秒

　３位　安本　53分20秒

　６位　田中　1時間9分49秒

ＭＳ

　８位　横田　３１分４３秒 

【感想】

今回は、パークＯと言うこと

だったのだが、テレインやコ

ースとしては、「パークＯか

ら外れていたのでは」という

内容だった。どの府県も少な

い人員で運営しているのだ

が、もう少しコントローラー

機能が発揮されても良いので

はないかと思う。

　テレインや地図自体は、オ

リエンテーリングをするには申し分ないと思うけど、『パークＯ』と銘

打つ限りは、地図をパークＯ基準にして、コースもスピード重視なもの

に組み直してとする必要はあると思う。



2007/2/25    平成１８年度

和歌山県民オリエンテーリング大会

at平草原公園

和歌山県民大会参

加の皆様お疲れ様

でした。

保さん、出車と運

転ありがとうござ

いました。

ＫＯＬＡは、１・２フィニッシ

ュで、平山君（優勝）、永瀬

（２位）でした。

メダル独占も手の届くところだったのですが、旧空港内で１つコントロールをパ

スして、ペナだった方がいまして、残念でした。

レースの後は、とれとれ市場で昼食。

（次の機会のときは、いただき亭の方が、落ち着いて食べられて良いでしょう）

その後は、とれとれの湯で、

オリエンテーリングの疲れを

癒しました。

（温泉は、もっと良いところ

ありそうですが、

　手頃な昼食、ルート上にあ

るという面では、捨てがたい

です）



２月の運営会議の報告
［議題］

【１】岸和田オリエンテーリング大会

　　・地図調査　…　３月中

　　・フリーポイントＯでコースを考える。

　　・３月２４日（土）　午前１０時　試走（ＫＯＬＡハウス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　３月の運営会議と兼用

　　・４月　７日（土）　準備　午前１０時　ＫＯＬＡハウス

　　・４月　８日（日）　実施　午前８時３０分　現地集合

　　　　　　　　　　　　　当日参加者予定・欠席の連絡を！

　　　　　　　　　　　　　大会後、ＫＯＬＡハウスにて総会

【２】総会について

　・４月８日　岸和田市民大会後、ＫＯＬＡハウスで！

　・総会の資料作成　…　横田、保　など

　・参加予定者　…　早急にご連絡ください。

　・今年は、役員改選の年です。

　　会　　長　　　横田　実（総括責任者）

　　副 会 長　　　前田春正（部外折衝）

　　会　　計　　　寺田　保（会計総括責任者）

　　事 務 局　　　寺田　強（岸和田市ＯＬ連盟・体協関係責任者）　

　　幹　　事　　　平山友啓（広報）

　　競技監督　　　永瀬真一

　　会計監査　　　白川努（会計監査役）

                                              以上任期　２００７年４月

　２．府ＯＬ協会委員（１名）

　　　寺田　強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００７年４月

　　　　※　参加は、他の役員も交代で行う。

　　　　協会になってから、横田が出ていますが…。

　　　　府協会自体の理事の任期は１年ごとです。

　　他の役職になりたい人は、早めに申し出てください。



【３】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 大泉緑地（夕方設定？）

2008年 浜寺公園

　・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

【４】府協会情報

　　・全日本大会　2008年３月３０日　大阪にて開催（箕面）

　　・ＫＯＬＡからも運営者数名。

　　・府民大会３連戦を計画中

　　　　第１戦　５月１３日（日）　服部緑地公園　…　ねんりんぴっく選考会

　　　　第２戦１１月　３日（土）　万博公園　　　…　全日本運営練習

　　　　第３戦　３月３０日（日）　箕面　　　　　…　全日本大会併設



【５】ＫＯＬＡの小旗

　・永瀬君の作ってくれた案です。

　　　　http://www2u.biglobe.ne.jp/~kola/member/flag2-1.jpg

　　　　　　コラちゃんを入れました。

　　　　http://www2u.biglobe.ne.jp/~kola/member/flag2-2.jpg

　　　　　　コラちゃんの場所を変えてみました

　　　　http://www2u.biglobe.ne.jp/~kola/member/flag2-3.jpg

　　　　　　フォントをArialにしました。

　　　　http://www2u.biglobe.ne.jp/~kola/member/flag2-4.jpg

　　　　　　フォントをＭＳ明朝にしました。

　　　　http://www2u.biglobe.ne.jp/~kola/member/flag2-5.jpg

　　　　　　フォントを丸ゴシックにしました

　　　☆http://www2u.biglobe.ne.jp/~kola/member/flag2-6.jpg

　　　　　　フォントを特太ゴシックにしました。

　　　　　　　もっと、いろいろ試したい人はこのファイルをどうぞ

　　　　　　　http://www2u.biglobe.ne.jp/~kola/member/KOLA旗の案2.ppt

　　　　　☆印なんかどうでしょうか。いいと思いますけど。

【６】来年度のＫＯＬＡメンバーの遠征予定

・5/3～6　富士ゴールデン4days

　　　　http://www.orienteering.com/%7Egoldendays/

・6/17　全日本大会（北海道）

　　　　http://www.orienteering.or.jp/joc/2006/

・8/18～19 大阪府協会：全日本リレー対策夏合宿（長野県駒ヶ根）

・9/15～17　駒ヶ根ナビゲーションフェスティバル（長野県駒ヶ根）

　9/15　スプリント

　9/16　ミドル

　9/17  クラブカップ

・10/7　全日本リレー（石川県）

・11/25ウエスタンカップリレー（滋賀県）

【７】その他

　　・クラブガイド2007にKOLAの紹介を載せました。

　　・大泉緑地の地図を３枚売りました。

　　・大仙公園の地図、講習会で３０枚使用予定。

　　・大泉緑地の地図をJOAパーマネントコースセブンイレブン販売に提供。

　　・スタートチャイマー作成

　　・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

3/11 第16回OL高崎大会[要項][締近] [群馬.高崎]

3/17 [JOA]第3回コントローラ研修会[要項] [静岡.富士]

3/18 [JOA:A][NR]富士Spring Cup[申込][要項] [静岡.富士宮]

3/24-25 インターハイおよび併設大会[要項][締近] [栃木.日光]

3/24 [JOA]トレイルOコントローラ養成講習会[要項][締近] [東京.渋谷区]

3/25 [JOA:S]パークOツアーin関西第6戦・三木山公園大会[要項][締近] [兵庫.三木]

3/25 第2回奥武蔵レクロゲイン大会[要項][締近] [埼玉.日高]

3/31-4/1 京葉OLクラブ創立30周年記念大会[申込] 0

1/0 [千葉.山武] 0

    3/31 1日目/トレイルおよび[JOA:S]スプリント 0

    4/1 2日目/トレイルおよび[JOA:A][NR]ロング(ミドル) 0

3/31-4/1 トレイルO強化合宿[要項] [千葉.]

4/1 第24回金沢大大会[要項] [石川.津幡町]

4/7 新潟県ナイトO [新潟.三条]

4/8 第5回茶の里いるま大会[申込][要項] [埼玉.比企郡嵐山町・ときがわ町]

4/8 岸和田市民大会[要項] [大阪.岸和田]

4/8 第21回新潟大大会 [新潟.新潟]

4/21-22 トーキョーベイエリア・スプリントO第1ステージ [東京.]

4/22 春季福井市民大会 [福井.福井]

4/22 第26回笠岡市OL大会[要項] [岡山.笠岡]

4/22 平尾台OL大会 [福岡.平尾台]

4/28-29 10MILA 2007 [スウェーデン.Eskilstuna]

4/29 大阪OLC3ステージイベント[要項] [大阪.大阪]

4/29 愛知県民大会[要項] [愛知.]

3/5 富士ゴールデン4days併設ワークショップ[要項] [静岡.富士宮]

3/6 富士ゴールデン4days大会[要項] [静岡.富士宮]

5/5 韓国蔚山広域市長杯全国大会 [韓国.]

5/5 第13回根の上高原つつじまつり大会 [岐阜.根の上高原]

5/13 [JOA:A][NR]多摩OL創立35周年記念大会[申込][要項] [埼玉.飯能]

5/19-20 長崎ちゃんぽんフェスタ(含む[JOA]イベント)[要項] [長崎.大村]

    5/19 1日目/トレイルOの集いin大村 0

    5/19 1日目/[JOA:S]スプリント大会 0

    5/20 2日目/[JOA]第3回全日本トレイルO大会 0

5/20 MTB-Oの集い兼世界選手権代表選考会[要項] [栃木.矢板]

5/20 埼玉スポーツフェスティバル [埼玉.熊谷]

5/26 [NR]WOCセレクション・ミドル 0


