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大会報告

突然の雷雨でびしょ濡れ

ＫＯＬＡ
横田実

201１年５月８日 京都宇治・太陽が丘
関西学連の定例戦も、楽しみ
にしている大会のひとつ。今
回は天気もよく、楽しく参加
できると思っていたのです
が…。
■ スタート時刻の相次ぐ変更 ■
今回は、生徒８人を連れての参加。
天候もよく、公園なので楽しめると思
い、当日申し込みを済ませる。
スタート位置までは会場から５分た
らずのところ。この日は多くの球技場
で大会が催されていて、サッカーの観
戦者なども多くいました。それでスタ
ート位置に予定していた場所も、観戦
者の多い区域だったので、急遽変更。
そのためスタート時刻が１５分遅れる
ことになってしまいました。と、ここ
まではご愛敬。
ところが、クラスによってスタート
時刻のバッティングがわかったため生
徒たちの出るクラスは１時間おくらせ
るというアナウンスが。それで生徒に
先に弁当を食べておくように指示して、
僕自身のスタート時刻を確認すると、
また指示が変わっていて、今度は３５
分遅れということに。今、弁当を食べ
るように指示した所だから３５分は無
理なので、１時間遅れにスタート時刻
を訂正してもらった。それにしても、
この３度に渡る時刻変更は、勘弁して
ほしいところだ。

■ 突然の雷雨 ■
スタート地区で待っていると、北側
から近づいてくる黒い雲。時々雷鳴も
聞こえてくる。雲の下には雨による筋
も見えて、雨が降り出すのも時間の問
題。その雨は、僕のスタートと同時に
降り始めた。しかもその雨は強烈だっ
た。一瞬でずぶ濡れになり、公園で遊

んでいた人たちも、近くの東屋などに
避難していた。でも、スタートしてし
まったら後は走り回るのみ。ずぶ濡れ
になりながら競技を続けました。
しかしこの雨、降っていたのはまさ
に僕が走っていた４０分だけの通り雨。
万博公園の練習会といい、今年は雨に
たたられているようだ。

■ Ｎクラスの不成立 ■
今回連れて行った生徒で、完走した
のは１人だけ。Ｎクラスに出ていた子
まで途中リタイア。理由を聞くと「番
号が地図と違うのでわからなくなった
から」とのこと。僕の MA の地図との位
置説明を比べると、いくつかコントロ
ール番号が違ってかかれていることを
発見。後日学連からサイトにお詫びが
載っていたが、残念なミスですね。
今回は、いくつか不手際が目立って
しまいましたが、学生諸君はこれを糧
にして、次回はしっかりと運営をこな
してください。
（横田実）

大会報告

2011 パーク O ツアーin 関西

ＫＯＬＡ
横田実

201１年５月 21 日 生駒山麓公園
いよいよ、今年もパーク O ツ
アーが始まりました。第１戦
は、奈良県開催の公認大会。
午後からの開催で、のんびり
と参加のはずが…。
■ あたふたと会場へ ■
最近、午後開催の大会がぼちぼちで
できましたね。KOLA のナイト大会が夕
刻のたそがれ大会であったり、KOLA の
岸和田大会が総会と飲み会を兼ねてい
るため午後開催であったり（あれ？。
すべて KOLA 絡みか）。今大会も午後の
開催。午後開催のメリットは、準備に
余裕が出来ることと、参加者もゆっく
り会場に来れること。デメリットは、
撤収に時間をかけられないことぐらい
か。
この日もゆっくりと余裕をもとうと
したのだが、午前中にサッカー部の試
合がはいり、結局あたふたとして会場
に到着。会場到着直前に、道沿いにコ
ントロールを発見しました。

■ 楽しめるショートレッグ ■
会場は、生駒山の上。公園として整
備されているためか、比較的白部分が
多く、高低差はあるものの走りやすい
地形です。何せ、パーク O なので、縮
尺が 4000 分の 1 なので、コース設定は
ショートレッグをつないで走り回るよ
うになっています。
M35 のコースは、いきなり円形広場ま
で下っていくコース。その後は、林の
中を短くつないで登っていきます。

ただし、やはり縮尺４０００分の１
のパーク O で、わかっているのにすぐ
に走りすぎてしまう。まず２→３にい
くのについ上まで走りすぎてしまうし、
５→６でも階段を登りすぎてしまった。

■ クラスが一人だけ ■
今回、生徒２人を連れて行ったので
すが一人は、幸いにも WB クラスでの出
場者が一人だけだったので、優勝でし
た。

成績抜粋（３位まで）
ＭＡ - 3km ↑175m
1 松澤俊行 0:21:39
静岡ＯＬＣ
2 辻晃 0:24:37
金沢大ＯＬＣ
3 福井直樹 0:25:10
阪大ＯＬＣ
Ｍ３５ - 2.5km ↑135m
1 城森博幸 0:27:04
ＯＬＰ兵庫
2 永瀬真一 0:28:01
ＫＯＬＡ
3 上田浩嗣 0:28:56
Team Heart Golds
Ｍ５０ - 2.1km ↑110m
1 小八重善裕 0:20:15
鈴亀ＯＬＣ
2 田中徹 0:20:21
京葉ＯＬクラブ
3 海老沢正 0:21:53
東京ＯＬクラブ
Ｍ６５ - 1.6km ↑80m
1
小橋至 0:19:20
浜松ＯＬＣ
2
大場隆夫 0:20:37 サンスーシ
3
磯部貞夫 0:20:39
ＯＬＰ兵庫

ＷＡ - 2.1km ↑110m
1
渡辺円香 0:19:41 ＥＳ関東Ｃ
2
水嶋直子 0:21:19 渋谷で走る会
3
横澤夕香 0:25:39 ＥＳ関東Ｃ
Ｗ３５ - 1.6km ↑80m
1
山本桃子 0:22:34 ＥＳ関東Ｃ
2
村越久子 0:26:44 静岡ＯＬＣ
3
阿部智美 0:28:45
Ｗ５０ - 1.4km ↑65m
1
吉岡康子 0:19:30 ＯＬＣ吉備路
2
山本陽子 0:23:10
3
石田美代子 0:23:29 愛知ＯＬＣ
ＭＢ - 1.5km ↑70m
1
中西 基裕 0:15:14
2
栗栖 怜央 0:16:41
3
土屋武 0:17:19
愛知ＯＬＣ
ＷＢ - 1.5km ↑70m
1
座古恵里圭 0:26:27
Ｎ - 1.5km ↑70m
1
大松 典子 0:38:12
2
板谷梨子 0:40:01
3
北川 暖 0:54:47
Ｇ - 1.5km ↑70m
1
多田 隆介 0:26:07
2
宮國ファミリー 0:41:06
3
島田 紀子 0:51:37

（横田実）

大会報告

雨のくろんど池大会

ＫＯＬＡ
横田実

201１年５月 22 日 大阪府・くろんど池
スタート直前から降り出し
た雨。ずぶ濡れでのスタート
でしたが、フィニッシュする
頃には雨も上がり、微地形を
楽しめた大会でした。
■ 雨のスタート地点 ■

■ ３人が優勝(^o^) ■
今回は公認大会で、クラス分けがオ
ープンも含めて２０クラス。そのうち
３クラスで KOLA&ISOC が優勝を獲得。
まあ、M15 中森くんと W15 座古さんは参
加者がなかったのでおまけみたいなも
のですが、M65 の前田さんは多数の参加
者の中での獲得で、さすがです。

生徒２人を連れての参戦。車で到着
したころはまだもっていた天気も、ス
タート地点に向かう頃には本降りにな
り、みんなずぶ濡れ状態でスタートを
していました。

［写真は上林写真館から］
（横田実）

■ おおつぼりはなかったけど ■
スタートフラッグからまずは１番コ
ントロールへ。走力がないのはわかっ
ているので、微地形の多いくろんど池
では慎重にと思いながら向かったのに
もかかわらず、早速１ばんで北側の空
き地に勘違いして入り込んでしまい、
タイムロス。すぐに間違えに気づいて
入り直し。そこから、
「こうなったら地
図読み練習を兼ねて道から外れて」と
開き直り、２～５のショートレッグを
進む。オーソドックスにコンパス１２
３で方向を確認して、白い場所にそっ
て進み、大きくずれもせずになんとか
チェック。しかし、７→８や９→１０
は素直に道沿いに走って向かいました。
結果的に、おおつぼりはなかったも
のの、スピードはなかったため順位は
下位でしたが、久しぶりの山の中のテ
レインだったため、かなり楽しめまし
た。スタート時にはあれほど降ってい
た雨も、フィニッシュ時にはやんでい
ました。

Result

上位３人の平均に対する相対(%)
タイム 巡航速度 ミス率

2011/05/01 平成２２年度第３７回全日本オリエンテーリング大会at鳥追窪（富士山麓）
M21A(出走64名) 9.2km
↑450m
1 福田 大輔
1:20:32 杏友会
2 長縄 知晃
1:21:32
3 大木 孝
1:25:44 東京大学
(55) 平山 友啓
2:42:59 ＫＯＬＡ
197.3% 158.0% 24.7%
M40A(出走15名)
5.8km ↑295m
1 富田 吉郎
1:01:06 館林OLC
2 小林 岳人
1:02:09 ES関東C
3 鈴木 正文
1:08:55 浜松OLC
6 永瀬 真一
1:16:54 KOLA
120.1% 112.9% 14.7%
M60A(出走26名)
3.6km ↑165m
1 海老沢 正
0:41:23 入間市OLC
2 大塚 校市
0:44:01 千葉OLK
3 尾和 薫
0:46:12 三河OLC
16 前田 春正
0:58:49 KOLA
134.1% 139.2% 10.4%
OAS(出走23名)
4.1km ↑185m
1 利光 良平
0:45:39 入間市OLC
2 高橋 美和
0:52:07 千葉OLK
3 大野 隆久
0:57:37 三河OLC
7 白川 努
1:06:03 KOLA
127.5% 117.1% 14.8%
23 村橋 和彦
1:58:51 KOLA
229.5% 127.5% 48.3%

2011/05/07 2011年度関西学連第一回定例戦at太陽が丘
MA(出走50名)
4.7km ↑225m
1 谷川 友太
0:31:07 片塾
2 金谷 敏行
0:33:30 朱雀OK
3 入谷 建元
0:35:39
30 横田 実
0:53:31 KOLA
160.1% 142.3%

16.9%

2011/05/21 パークOツアーin関西 第１戦生駒山麓公園オリエンテーリング大会at生駒山麓公園
MA(出走28名)
3.0km ↑175m
1 松澤 俊行
0:21:39 静岡OLC
2辻 晃
0:24:37 金沢大OLC
3 福井 直樹
0:25:10 阪大OLC
20 平山 友啓
0:34:55 KOLA
146.6% 140.9% 10.8%
M35(出走16名)
2.5km ↑135m
1 城森 博幸
0:27:04 ＯＬＰ兵庫
2 永瀬 真一
0:28:01 ＫＯＬＡ
100.0% 102.2%
8.6%
3 上田 浩嗣
0:28:56 TeamHeartGolds
11 横田 実
0:33:51 KOLA
120.9% 115.8% 14.6%
M50(出走10名)
2.1km ↑110m
1 小八重 善裕
0:20:15 鈴亀ＯＬＣ
2 田中 徹
0:20:21 京葉ＯＬクラブ
3 海老沢 正
0:21:53 東京ＯＬクラブ
9 寺田 保
0:32:59 KOLA
158.4% 148.8% 13.3%
M65(出走17名)
1.6km ↑80m
1 小橋 至
0:19:20 鈴亀ＯＬＣ
2 大場 隆夫
0:20:37 京葉ＯＬクラブ
3 磯部 貞夫
0:20:39 東京ＯＬクラブ
9 前田 春正
0:21:30 KOLA
106.4% 104.5% 13.0%
ＷＢ(出走1名)
1.5km ↑70m
1 座古 恵里圭
0:26:27 ＩＳＯＣ

ＫＯＬＡ新ウェアがデビュー

2011/05/22 大阪OLCくろんど池大会at黒添池
M35A(出走13名)
2.4km ↑210m
1 齋藤 英之
0:38:19 川越OLC
2 小泉 辰喜
0:39:58 東京OLクラブ
3 谷垣 宣孝
0:42:42 OLP兵庫
4 永瀬 真一
0:45:26 KOLA
112.7%
11 横田 実
0:50:48 KOLA
126.0%
M65A(出走24名)
1 前田 春正
0:40:30 KOLA
97.4%
2 児玉 拓
0:41:46 多摩OL
3 佐藤 政明
0:42:30 大府市
M15（出走2名）
1 中森 哲平
0:20:55 ISOC
2 板谷 智史
0:30:16 OLP兵庫
W15(出走1名)
1 座古 恵里圭
0:33:23 ＩＳＯＣ

103.3%
115.0%

14.8%
16.2%

108.7%

10.1%

前田さんＭ６５Ａ優勝！

社団法人

日本オリエンテーリング協会

事 業 計 画 書
平成 23 年 4 月 1 日〜24 年 3 月 31 日
1．普及指導関連事業
1.1. 関係諸機関・団体と連携を図り、指導者を育成することにより、普及発展に務める。
1.1.1

所管機関等と普及・指導活動に務める。

1.1.2

加盟組織の強化。

1.1.3

活動が停滞している会員に対し、普及・活性化のための指導・育成を図る。

1.2. 指導者養成、資格認定・登録
1.2.1

オリエンテーリング・ディレクタ講習会（1、2 級）を関係団体と協力して行う。

1.2.2

ディレクタおよびインストラクタに対して情報提供を行う。

1.2.3

協会並びに会員の養成したディレクタ、インストラクタの資格審査、認定・登録を行う。

1.2.4

会員が養成するトレイルオリエンテーリング普及員を認定する。

1.2.5

トレイルオリエンテーリングコントローラ養成事業を行う。

1.3. 常設コース認定
1.3.1

地元行政・会員等が設置するコースの認定を行う。

1.3.2

認定常設コースコントロールポスト等規格機材の販売を行う。

1.3.3

行政機関、企業及び会員等により設置申請のあったコースについて判定・認定及びコー
ス 設定、地図に関する指導を行う。

1.4. 距離認定表彰
1.4.1

オリエンテーリング 100 キロコンペ大会の認定を申請に基づき認定する。

1.4.2

オリエンテーリング 100 キロコンペ参加申請に対し走歩距離の認定を行い、一定距離ご
とに表彰を行う。

1.5. その他
1.5.1

日本体育協会に引き続き加盟する。

1.5.2

JADA（日本アンチドーピング機構）に引き続き加盟する。

1.5.3

野外活動団体協議会に引き続き加盟する。

1.5.4

オーリンゲンアカデミーへの選手派遣を行う

1.6. トレイルＯ委員会
1.6.1

ＪＯＡ主催大会の開催、公認大会の支援
第７回全日本トレイルＯ大会の開催、主催／公認大会開催計画の策定、競技者ランキン
グ制度の採用

1.6.2

活動資金を取得するための活動
協賛企業、スポンサーの獲得、助成金、補助金等の情報収集、獲得

1.6.3

障害者への普及活動の促進、パラリンピッククラス競技人口の増大
障害者団体、障害者スポーツ協会等への働きかけ･具体的提案

1.6.4

トレイルＯ普及員･指導員制度等の見直しと推進
普及員制度の見直し、普及員の次のレベルの指導員制度の検討、トレイルＯ地図
作成講習会の開催、トレイルＯコントローラ研修会の開催

1.6.5

２０１１ＷＴＯＣへの対応
選手役員の選考方法・選手強化対策の策定、推進

1.6.6

トレイルＯ関係規程類の改訂
「日本トレイルＯ競技規則」の改訂、
「日本トレイルＯガイドライン」の見直し

1.6.7

ＩＯＦ・諸外国との良好な関係維持と発展
ＩＯＦの動向把握、それに基づく国内普及活動、及びＩＯＦへの積極的な提言、アジア・
太平洋地域におけるトレイルＯ普及活動への支援と推進

1.7 普及教育委員会
1.7.1

指導員関係
ディレクタ講習会（D1、D2）
学生の取り込みを含めた指導員制度の活性化検討

1.7.2

一般向け普及
普及方法研修会等

1.7.3

常設コース関連
常設コース情報の整備
常設コースの新たな活用方法の検討

2．競技関連事業
2.1 主催・公認大会
国内において次の大会を主催し・公認する。
a 第 6 回全日本トレイル O 選手権大会

平成 23 年 4 月

b 第 4 回全日本スプリント大会

（時期、場所未定）

c 第 20 回全日本リレー大会

平成 23 年 11 月 5 日

d 第 38 回全日本大会（平成 23 年度大会）
e 第 1 回全日本スキーO 選手権大会

東京都
長野県

平成 24 年 3 月

（時期、場所未定）

※下半期の大会は追加される予定です。
f 第 7 回全日本トレイル O 選手権大会

平成 23 年 10 月

新潟県

2.2 その他の競技会
a 「赤城山トレイルランニング・レース」を群馬県協会と共催事業として開催。
b 「ナビゲーションゲームズ」を冠するイベントをシリーズ化し、広くアウトドア愛好者や
子どもへのオリエンテーリングを中心としたナヴィゲーション・スポーツ普及を図る。
2.3 競技者登録
競技者登録を行い、登録者に対して情報提供を行う。
2.4 国際オリエンテーリング連盟（IOF）に加盟
わが国を代表し国際オリエンテーリング連盟に引き続き加盟する。

プレジデント会議・委員会への役員派遣を行う。
2.5 競技委員会
2.5.1

規程類の整備、見直し
規程類、実施基準、内規、国際規則。

2.5.2

公認大会
H22 年度実施基準を継承。年齢別ランキングを継続実施。E クラス推薦選手の審査。

2.5.3

コントローラ関連
研修会の開催。2 回／年。

2.6 地図委員会
2.6.1

規程類の整備
規程類のメンテナンス、スキーO、MTB O、トレイル O の地図図式規程の制定。
ガイドライン、解説書等の検討。

2.6.2

普及活動
競技者に向けた地図関連規則の啓発活動
オリエンテーリング地図の質の向上（研修会等における地図図式に関する講習）
。
オリエンテーリング地図作成者の指導・育成（地図調査講習会、OCAD 講習会の開催）。
オンライン講習会の推進。

2.6.3

調査研究
地図登録制度、地図作成者認定制度、および地図作成技術に関する調査研究、OCAD マニ
ュアル化の検討

2.6.4

IOF 地図委員会対応
検討課題への対応、Print Tech Project への対応。

2.7 AD 委員会
2.7.1

TOTO 補助金による事業としてドーピング検査を実施する。

2.7.2

講習会等の実施（WOC、JWOC 強化合宿において）

2.7.3

WEB ページの充実：JOA 本体の WEB ページとのレイアウト統一

3．競技力向上事業
3.1 選手・役員の派遣
3.1.1

ジュニア世界選手権（7 月 1 日〜9 日）ポーランドへの選手・役員派遣を行う。

3.1.2

世界選手権（8 月 13 日〜20 日）フランスへの選手・役員派遣を行う。

3.1.3

トレイル O 世界選手権（8 月 13 日〜20 日）フランスへの選手・役員派遣を行う。

3.1.4

マスターズ世界選手権（7 月 1 日〜8 日）ハンガリーへの選手参加につき協力を行う。

3.1.5

MTBO 世界選手権（8 月 20 日〜28 日）イタリアへの選手参加につき協力を行う。

3.2 強化委員会
3.2.1

選手認定事業

WOC2011、JWOC2011、その他ワールドカップ等における、選手を選考し代表チームを編成す

る。そのための選考会の開催から、代表選手の認定・派遣、合宿開催等による強化の他、
情報提供、各種支援活動及び報告会までを実施する。
3.2.2

強化指定選手の指定と強化合宿の開催
強化選手の指定（A,B 及びジュニア強化指定選手）を行い、強化合宿・練習会等による強

化の他、情報提供、各種支援活動を行なう。
3.3 スキーO 委員会
3.3.1

国際大会（WOC,JWOC）に派遣する選手の強化

3.3.2

JWOC・EYOC、WMOC 参加選手支援

3.3.3

第 8 回アジア冬季競技大会におけるスキーO 種目採用招致活動

4．その他事業
4.1 広報出版事業
会員ほか行政、企業、報道関係に対し、積極的に情報の提供を行う。
4.2

募金、賛助会員維持等

4.2.1

賛助会員の維持と募集
「東日本大震災復興支援賛助」、
「サポート JOA」および「ポスタル賛助」の実施
賛助会員への情報提供

4.2.2
4.3

スポンサー開発

総務委員会

4.3.1

オリエンティア向け広報活動

JOA ニュースの発行協力、JOA ホームページの充実、メールマガジン発行、オリエンテーリ
ングマガジンの JOA−info 執筆。
4.3.2

一般社会向け広報活動

ポスター（印刷物・CD）販売促進、プレスリリースの実施、全国規模スポーツ大会（スポ
レク・ねんりんピック）への採用働きかけと県体協の加盟推進、JOA ホームページの活用
を通じてのオリエンテーリング PR。
4.3.3

O‑forum2012 の実施

5．助成金関連事業
5.1 スポーツ振興くじ助成活動事業
スポーツ振興くじ助成金の交付を受け、ドーピング検査推進事業を実施する。
5.2 スポーツ振興基金助成活動事業
スポーツ振興基金助成金の交付を受け、スポーツ団体選手強化活動助成事業を実施する。

以上

２０１１年ＫＯＬＡたそがれオリエンテーリング大会
【主催】岸和田オリエンテーリング協会（ＫＯＬＡ）
【日時】2011 年 7 月 30 日（土） 16:30 受付開始 ～ 18:30 表彰終了
雨天決行、荒天中止
【集合場所】岸和田市

とんぼ池公園

大芝生広場野外ステージ付近

駐車場は、第２駐車場（テニス村前駐車場）が便利です。
駐車料金は、１日１回６００円です。
電車・バス
JR 阪和線「下松駅」から南海ウイングバス

道の駅愛彩ランド行き

「蜻蛉池公園前」下車 徒歩５分
南海本線「岸和田駅」から南海ウイングバス 道の駅愛彩ランド行き
「蜻蛉池公園前」下車

徒歩５分

５月８日現在のバス時刻
岸和田駅前 16:10→下松駅前 16:25→蜻蛉池公園前 16:33・・・こちらの利用を推奨します
16:40→

16:58→

16:58・・・事前申込者限定ですが推奨しません

【受

付】16 時 30 分～17 時 00 分

【競

技

規

則】日本オリエンテーリング競技規則に準ずる。

【競

技

形

式】スコア－Ｏ（制限時間 30 分の予定）

【ス タ ー ト 時 刻】17 時 30 分の予定
【パ ン チ 器 具】EMIT の E カード使用
【地

図】「とんぼ池公園」（ＫＯＬＡ作成、わずかながら範囲拡大）プリンタ出力
縮尺：1/5,000 等高線間隔 2.5m 走行度 4 段階 コース印刷済み

【トレーニングに関する情報】トレーニングコースは設定しません。
【ク

ラ

ス】
MA（無制限）、WA（女子、年齢無制限）
M35（男子 35 歳以上）、W35（女子 35 歳以上）、
M50（男子 50 歳以上）、W50（女子 50 歳以上）、M65（男子 65 歳以上）
MJ(男子高校生以下) 、WJ(女子高校生以下)
MB（男子中級者）

、WB（女子中級者）

N （初心者）
※年齢は。2012 年 3 月 31 日に達する年齢が基準です。
※「MA,WA,M35,W35,M50,W50,M65,MJ,WJ」が、同一コース
「MB,WB,N」が同一コースとなります。
【注

意

事

項】プログラムは７月２４日頃にホームページ
http://www63.tok2.com/home2/kola/に掲載します。
金属製ピンつきシューズは禁止します。

【表

彰】各クラス３位まで表彰致します。
※ＫＯＬＡ杯
MA,WA クラスでいままで「ＫＯＬＡ杯」を獲得していない最上位者の方に、
賞品として「ＫＯＬＡ特製Ｔシャツ」と「ＫＯＬＡ大会年間無料券」を進呈します。
※新人特別表彰
本年度オリエンテーリングを始めた大学新人生のなかで、
MA,WA クラスの最上位者を特別表彰します。

【参加費】

・事前申込者 …1000 円［マイカード使用者は 300 円割引］
・当日申込者 …1500 円［マイカードは使用できません］
・高校生以下、Ｎクラス…500 円［Ｅカードレンタル料込み］
プログラムはＷＥＢ公開します。（郵送希望者は+200 円）

【問い合わせ】
・競技一般に関すること
〒

５９６－００４４
岸和田市西之内町２－２０
電話

寺田

保

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【強く推奨】

Twitter →

kola_osaka

ウェブサイト → http://www63.tok2.com/home2/kola/
【振込先，申込方法】
①

ゆうちょ銀行 店番：099 （〇九九 店）種別当座：当座 口座番号：0014158

②

ジャパンネット銀行 普通口座 本店営業部 001-3833107 ヨコタミノル

③

「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）
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

Ｅメールまたは振替用紙の通信欄で以下のことをお知らせください。
E-mail

mail@kola.club.ne.jp

（１）参加希望クラス
（２）氏名（ふりがな）
（３）住所
（４）電話番号
（５）性別
（６）Ｅメールアドレス（ある方は必ずお書きください）
（７）生年月日
（８）所属クラブ［学校名］
（９）マイＥカード番号［マイＥカード使用者のみ］
(10) プログラム郵送希望者はその旨
（11）本年度オリエンテーリングを始めた大学新入生はその旨
申込〆切
※

２０１１年７月１５日（金）

必着

７月１５日２２時までにＥメールなどで連絡をいただいていれば結構です

※

【その他】
・参加者が自分自身あるいは第三者へ与えた事故・損傷・損害について、主催者は一切責任
を負いません
・主催者は傷害保険に加入しますが、補償額には限度があります。
・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。
・女性用更衣テントを用意します。
・ＫＯＬＡ杯獲得者として、以下の５名を無料招待します。
大西康平さん、石川実起さん、和久田

好秀さん、鳥羽

都子さん、佐藤政明さん

・無料招待の方も、事前申込（(1)～(10)を E-mail、葉書、FAX で連絡）してください。
また、無料招待者でＥカードレンタルされる方は、レンタル代も無料とします。
・帰りは、蜻蛉池公園前 18:48 のバスに間に合うように、表彰式等進行します。
・今大会の成績や報告はホームページに公開いたし、大会で撮影した写真なども利用します。
記載に関する要望については、主催者にご連絡ください。

ＯＬカレンダー
年月日
6/11

大会名ほか
北九州OL教室＜要項＞

場所
福岡.北九州

6/11

札幌レアスポットロゲイン＜要項＞

北海道.札幌

11/12

ロゲイニングチャレンジ菅平高原大会

長野.真田町

6/12

ロングセレ対策練2011

埼玉.

6/18

第6回OSJ鎌倉ロゲイン

神奈川.鎌倉

6/18

横浜OL練習会

神奈川.横浜

6/19

第62回福井市民体育大会＜要項＞

福井.福井

6/19

愛知県民大会

愛知.大府

6/19

11 KASEI-OL大会

埼玉.加須

6/19

関西学連ロングセレ

奈良.奈良

6/19

関東学連ロングセレ兼関東インカレ

埼玉.越生町

6/25 -26

がんばるべ東北！第12回さくらんぼ大会2011

山形.上山、山形

6/26

第54回金沢市民体育大会＜要項＞

石川.金沢

6/26

岡崎OL教室(2011年度第2回)

愛知.岡崎

6/26

岡崎練習会(2011年度第2回)

愛知.岡崎

7/1

世界マスターズ選手権

ハンガリー

7/2

WTOC選手強化合宿練習会

愛知.

7/3

霧ヶ峰ロゲイニング2011

長野.諏訪

7/3

偕楽園大会＜要項＞

茨城.水戸

7/9

第14回フォトロゲ@高麗

埼玉.飯能

7/9

パークOツァー関東(仮称)in万博公園

茨城.つくば

7/10

第15回フォトロゲ@高麗その２

埼玉.飯能

7/10

百式

静岡.富士周辺

7/10

[JOA:S]パークOツァーin関西第2戦・和歌山大会＜要項＞

和歌山.海南

7/10

第63回小松市民体育大会＜要項＞

石川.小松

7/16 -17(予定) 山川キャンプ蓼科高原2011

長野.茅野

7/18(予定)

蓼科・北八ヶ岳ロゲイニング

長野.茅野

7/30

KOLAたそがれ大会＜日程＞

大阪.岸和田

7/30

桜川市大会兼県西OLの集い＜要項＞

茨城.桜川

※この大会情報は「森を走ろう！」サイトを利用して作っています。

Aiming
大阪府オリエンテーリング協会も人員不足で、今回事務局を引き受けることになってしまいま
した。現在、本職の多忙さでなかなか前に進んでいません。こんなことで大丈夫かなと思い
ながらも、みなさまの温かいバックアップで、少しずつ前進していこうとおもいます。これからも
府協会をよろしくお願いします。

