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大阪から、白浜近くにある新庄

総合公園へ。高速道路の南進

のおかげでかなり白浜が近くな

りました。 

 

 新庄総合公園へ  

 

和歌山県田辺市。「白浜温泉」といった

ほうが通りはいいのでしょうか。中学

生の部員４人と参加をしました。大阪

から、自動車で２時間弱。1000 円高速

政策がなくなったのがちょっといたい

ですが。 

 新庄総合公園は、子ども連れで訪れ

るのには良い場所です。広場でも遊べ

ますし、遊具も色々なものがあって、

中学生ぐらいでも飽きないぐらいです。

うちの生徒は、例年のように芝生広場

で走り回っていました。 

 

 FM 田辺の実況中継  

 

昨年は、地元の新聞社の取材があった

のですが、今年はなんとラジオ局の取

材。オリエンテーリングの競技中に、

グループクラスの参加者にインタビュ

ーをするというものでした。 

 この話を聞いて、早速、車のラジオ

をつけて実況内容を確認。残念ながら、

マイクの調子が悪く、急遽携帯電話を

使っての中継となり、音質は雑音が入

ってしまってかなり悪いものとなって

しまいました。放送の内容は、僕が持

っていたボイスレコーダーでなんとか

録音。スキー野外活動部のホームペー

ジに載せて、和歌山県協会の大会サイ

トからもリンクしてもらっていますの

で、興味がある方は、是非視聴してみ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［楠見氏との打合せ中のキャスター］ 

 

 

■スコアＯでの作戦は？■ 

 

 今回は、Ａクラス２５分でのスコア

Ｏ。地図を１分前に渡されるので、そ

れを見ながらの作戦タイム。大きく左

回りか右回りかを選ぶのだが、僕は左

回りを今年は選択。なんとか、高得点

のコントロールを狙っていったのだが、

走力不足で、全部は取り損なって、回

る羽目になってしまいました。 

 生徒たちは、Nクラスで出場した岡本

くんが３位に入賞。昨年は藪に迷い込

み、１時間を超えて失格だったのでか

なりの進歩ですね。 

 

（横田実） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［開会式の様子］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［グループのスタート１分前］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［国体マスコットのきいちゃんも］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM 田辺で実況中継？ 
大会報告 

ＫＯＬＡ 

横田実 

平成 24 年 1 月 15 日 和歌山県民オリエンテーリング大会 
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Result 上位３人の平均に対する相対(%)
タイム 巡航速度 ミス率

2012/01/08 平成23年度愛知ＯＬＣフット大会at小幡緑地
MV（参加 ）30名 3.4km ↑140m
1 阿部　昌隆 0:26:11 東京OLクラブ
2 城森　博幸 0:27:28 OLP兵庫
3 小八重善裕 0:30:08 鈴亀OLC

19 前田　春正 0:37:51 KOLA 135.5% 134.6% 7.0%

23 村橋　和彦 0:42:58 KOLA 153.8% 138.1% 16.2%

MA（参加2名） スコア

1 横田　実 1460点 KOLA 0:24:13

2 野澤　建央 1270点 大阪OLC

2012/02/01/29 第４回オリエンテーリング昇竜杯at 東三河ふるさと公園
R2（参加者 ）25名 3.51km ↑205m
1 坂野　翔哉 0:45:13 東海中学
2 種市　雅也 0:47:19 東海中学
3 三浦　一将 0:47:53 東海中学

22 前田　春正 1:21:47 KOLA 174.7% 173.6% 13.2%

S-107-129-108-116-115-123-126-117-
128-118-137-119-134-133-127-136-120-
125-132-122-124-114-111-106-F

2012/01/15 平成23年度和歌山県民
　　　　　　　　オリエンテーリング大会at新城総合公園
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2012 年 1 月 22 日 

2011 年度 冬季 近畿 OL 連絡会議 議事録 

 （2012 年 1 月 22 日 21:02 修正版 Vol.2） 

【日  時】2012 年 1 月 22 日(日)     13：30～ (13:00 より受付開始) 

【場  所】：和泉市立信太中学校 

【議事進行】大阪府オリエンテーリング協会 

        司会：横田  受付：青柳  板書：愛場  記録：野澤、阪本 

【議  題】 

１．出席者 ２１名 

   滋賀県 OL 協会（木俣順）、京都府オリエンテーリング協会（吉田廣昭）、 

   京都 OLC（小野田敦）、朱雀 OK（関谷 麻里絵）、みやこ OLC（山里将史） 

   京都大学 OLC（三輪幸寛）、大阪府オリエンテーリング協会（阪本博） 

   大阪 OLC（野澤建央）、大阪 OLC（小西宏）、OLC レオ（愛場庸雅） 

   OLC レオ（河合利幸）、コンターズ（ 辻村修）、OLC ふるはうす （青柳紀子） 

   岸和田 OL 協会（横田実）、大阪大学 OLC（高椋章太）、 

   兵庫県オリエンテーリング協会（尾上俊雄）、OLP 兵庫 （板谷日出男） 

   和歌山県オリエンテーリング協会（楠見耕介）、関西学連（堀裕多） 

   OLC 吉備路（吉岡康子）、東海ブロック理事（ 小野盛光） 

２．名簿の確認 

   返信のなかった団体があります。以前のデータを元に名前を載せていますが、 

   確認欄に×印を入れている。 

３．日程の確認 

   ・大会の追加＆訂正 → 表に確定済み 

   ・「大会」「公認」「練習会」などがわかるようにしてほしい。 

      → 色分けをしました。 

          トレーニング・講習会…水色 

          ロゲイン・スキーなど…黄色 

          公認大会      …赤色 

          大会        …無色 

           ※ただし、１月２２日現在なので追加公認される予定もあります。 

   ・みやこＯＬＣ   … ９月にパークＯ関西を開催予定 

   ・１月の和歌山大会 … １２月の可能性もあり 

   ・三重県協会より  … １１月１１日の前日に大会をしてくれるように要望 
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４．ビッグ大会について（全日本ロング・ミドル・スプリント・リレー関係） 

   ☆「主な大会の開催予定」を参照のこと。 

   ☆ミドルとスプリントは、選手権クラスのみＪＯＡ主催。 

    申請料を払い２年前に申請し、重複すればＪＯＡで調整。 

        → 正式には、３月のＪＯＡ総会にて決定する。 

   ・ロング   … ブロック別で開催。２０１２年度から新たな枠組み。 

            近畿は、２０１７年度予定 

   ・スプリント … 近畿ブロック会議で確認→滋賀が２０１３年度に申請。 

                        大阪は２０１４年度以降に。 

   ・ミドル   … ２０１３年度に三重が立候補。 

   ・リレー   … ２０１４年度は、岐阜にお願いする予定。 

            基本的に、国体開催県で予定。 

            ２０１５年度の和歌山は、辞退。近畿でも考えていく。 

   ・ウエスタンカップ … ２０１２年 大阪 山田池 

               ２０１３年 学連 

               ２０１４年 滋賀 or 京都 

                ※岡山・広島・和歌山が希望を出してくれても良い。 

５．パークＯ関西について 

   ・楠見事務局長から、別紙に基づいて説明。 

   ・参加費を１３００円から１５００円。年間申込みは６０００円据え置き。 

    ただし、Ｅカードなどの機器使用料を含むものとし、マイカード者には 

    割り引くなどの処置をしてもよい。また各種割引については、各大会の 

    主管者にまかせる。 

   ・木俣氏からの要望 

      → 年間申込みデータの共有化と迅速な引き渡しができるようにすること。 

   ・公園での大会開催の際の留意事項 

     山田池公園を例に愛場氏から説明 

      ①時期の問題 … ２月２４日を断られたのは、梅の時期で人出が多いため

である。 

               他にも人出の多い時期は避けてほしいので、現実に可能

な時期は、７～８月、12～2 月上旬までと言われた。 

      ②責任所在の問題 

              三木ウエスタンカップの要項を参考資料として提出したと

ころ、、「参加者が自分自身や他に与えた損害に対して、主催

者は責任は負わない」との文言は問題あり。「主催者は事故

などに際しては、誠意と責任をを持って対処することが必
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要」と言われた。 

              そこで、これまでとは違う表現にして提出したが、今後、

公園に対して責任の所在などで不必要な誤解や不安を与え

ないために、公園事務所への提出文書などの表現には注意が

必要である。 

       

      ③保険に関すること 

          他の第三者に対して与えた損害に対して、ＪＯＡがかけている賠償

責任保険が出る。ＪＯＡへの事前の申請で対処できるので、是非活

用を。講習会や調査での事故も対象になる。 

             「各クラブ→府県協会→ＪＯＡへ申請」 という流れ 

          学連は別途保険をかけている。 

          レク保険などでは、熱中症などの夏場の脱水症状には適応されない

ので注意が必要である。 

               → 生命保険扱いになり高額になるため。 

       ④料金について 

          公園使用料を請求される場合がある。 

          テントの専有面積や使用時間によっても違うので確認が必要。 

          行為許可書を提出する際に３０００円程度必要な場合が多い。 

   

６．その他 

★年間でほぼ固定化されている行事の洗い出し（東海ブロック小野さんより） 

   資料：別紙「ほぼ固定化されているオリエンテーリング関連行事」 

   上記資料に追加 

     学生インカレ直前合宿 京大 2 月下旬 阪大インカレミドルリレーの 2 週間前 

     東大大会 6 月上旬 、東北大大会 9 月上旬 、 全日本（ロング）3～5 月 

     全日本リレー 10～3 月、 インカレロングセレ 6 月中旬、 

     京大夏合宿 8 月最終週、岡崎市大会 4 月下旬、岡崎市民大会 10 月下旬 

     愛知 OLC 大会 1 月第 2 週、昇龍杯 1 月最終日曜、 

 

 

      ☆大会のレベルを整理して表にしてはどうか（尾上） 

      ☆WMOC（マスターズ）を 2016 年に日本に誘致する動きがある 

          →中国も立候補しているので要調整、来年の IOF 総会で決定（尾上） 

      ☆2017 年冬季アジア大会（札幌）にスキーO を誘致（木俣） 
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★1/29 京都府指導者講習会（京都府協会主催）（吉田・京大○○） 

     会場：京大吉田キャンパス AM 座学 PM 実習 

     大学新歓に当たる学生・普及を目指す人向け 

     午前中にコースセットと教え方の講習、午後に吉田山で実際に設置をして実習 

     講師：宮本さん（朱雀 OK） 

         ←JOA のインストラクター講習との関係は？講習会をするのであれば

インストラクターの資格も取れるようにしてほしい（愛場） 

         ←京都府協会もそれは考えてみたが、今年は指導者講習会に落ち着い

た。毎年京都府体協からお金が出るので毎年何かはやっている。（小

野田） 

         ←外部講師も検討したが、今年度は内部のみでやることにした（吉田） 

★ディレクタ講習会・コントローラ講習会の機会を増やしてほしい。 

 関西ではコントローラ不足である。（木俣） 

     ←ディレクタ講習会はぜひやりたい（楠見…JOA ディレクタ研修会担当） 

     ←コントローラ研修会は毎年やっているので出席いただきたい 

                     （尾上…JOA コントローラ研修会担当） 

 

★大学新歓への支援は新年度は必要ではないのか？（河合） 

    ←近畿ブロック会議ではその話題が出た。大学のほうから要望はないか？（横田） 

    ←ぜひ 1/29 の講習会に出てほしい（吉田） 

    ←内部でできるようになってきたのはいい流れ。しかし足りないところがあれば

遠慮無く外部に頼ってほしい（木俣） 

    ←大阪 OLC などで新歓向け練習会をやっているので利用してほしい（横田） 

  支援内容で「こういうことはしないでほしい」というのはぜひフィードバックしてほしい（木俣） 

    ←新人にとっては交通費が負担になるので、交通の便のいいところでやってほしい（京大） 

    ←太陽が丘の PC をぜひ利用してほしい。 

     また、丹波町（園部からバス）に新たな PC の設置を計画中で、今年度中にはできる見込み）。（吉田） 

  ４月の行事は岸和田市民大会と大阪OLC春の練習会しかないがこれで十分か？足りな

ければ遠慮無く言ってほしい（河合） 

 

去年はインカレミドルリレーで社会人クラブ案内ビラを配っていたが、今年はやらないの

か？（関谷） 

←去年は朱雀が中心になってやった。今年は関西開催なので配りやすいのでは？（木俣） 

←朱雀でやることにする（関谷） 

                               ★次回近畿 OL 連絡会 ７月 or ８月 

                                                               関西学連主管 
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近畿オリエンテーリング協議会　行事調整確認用　オリエンテーリング予定表(2012年1月22日　現在)
団体名 日程 曜日 大会名 テレイン 変更可否

JOA東海ブロック 2012年1月29日 日 昇竜杯 豊川市　三河OLC 不可

京都大学ＯＬＣ 2012年1月29日 日 京都府OL協会指導者講習会 京都大学吉田キャンパス・吉田山 不可 主管：京大OLC

2012年1月29日 日 桜川市大会 茨城

2012年1月29日 日 有度山ロゲイニング 静岡

2012年1月29日 日 福田公園パークO 岡山

JOA/兵庫県ＯＬ協会 2012年2月4-5日 土日 OCAD講習会 兵庫県三木市　三木ホースランドパーク 　　否 JOA/兵庫県ＯＬ協会

2012年2月4-5日 土日 JOAトレーニング合宿

2012年2月4-5日 土日 学連合宿 栃木

2012年2月5日 日 山リハリレー 栃木

京都大学ＯＬＣ 2012年2月11日 土 2011年度京大京女新人運営練大会 京都市東山区 不可 テレイン：華頂山将軍塚

2012年2月11日 土 ES関東Cスプリント 東京

JOA 2012年2月11，12日 土日 コントローラ講習会 埼玉県 募集中

埼玉県協会 2012年2月11，12日 土日 インストラクタ講習会 埼玉県 募集中

みやこOLC 2012年2月12日 日 八田記念大会兼京都市民総体大会 京都市宝が池公園 不可

中日新聞社・岐阜県協会 2012年2月12日 日 第53回中日東海B大会 岐阜県百年公園 募集中

2012年2月12日 日 関東学連定例戦（東京）

京都大学ＯＬＣ 2012年2月13日 月 金大対抗戦 未定 不可

東京都協会 2012年2月18日 土 東京トレイルＯ　 東京都 募集中

2012年2月18.19日 土日 関西学連合宿 三重県 不可 東青山、大和高原都祁

2012年2月19日 土 菅平スノーゲイン 長野県

2012年2月19日 土 早大OC大会 静岡県

2012年2月25日 土 サンスーシ大会 神奈川県

京都大学ＯＬＣ 2012年2月25～27日 土～月インカレ直前合宿 愛知県内 不可

大阪大学ＯＬＣ 2012年2月25,26日 土日 インカレミドル直前合宿 滋賀県大津市 不可 上桐生

2012年2月26日 土 八郷パークO大会 茨城

2012年2月26日 土 クラブ対抗リレー 埼玉

白川郷自然共生フォーラム 2012年3月3,4日 土日 白川郷スノーゲイン 岐阜県白川郷 募集中 岐阜県協会 重複可

JOA強化委員会 2012年3月3,4日 土日 　トレーニング 開催または愛知 開催日公表済

2012年3月4日 日 熊野古道マウンテンマラソン(予定) 和歌山

2012年3月4日 日 小千谷スキーO大会 新潟

吉備路 2012年3月4日 日 オリエンテーリング大会 県営グランド

日本学連 2012年3月9～11日 金土日インカレミドル・リレー 滋賀県　希望ヶ丘 不可

埼玉県協会 2012年3月17日 土 埼玉県協会大会 埼玉県 募集中

2012年3月17-18日 土日 スキーO真室川（山形）

JOA 2012年3月18日 日 全日本スプリントO選手権 群馬県 募集中

2012年3月18日 日 岡山県民大会 岡山県

JOA 2012年3月20日 火・祝 JOA総会＆理事会

2012年3月24,25日 土日 全日本スキーO（北海道） 北海道

2012年3月24,25日 土日 インターハイ

亀山市 2012年3月25日 日 亀山市民大会 三重県亀山市 開催日公表済 鈴亀OLC スコアO

2012年3月25日 日 新潟大学大会 新潟

2012年3月25日 日 トレイルＯ茅ヶ崎大会 茅ヶ崎 トレイルＯ

2012年3月25日 日 奥武蔵レクロゲイニング 埼玉

2012年3月31日 土 長野県大会 長野

2012年3月31日-1日 土日 JOAトレーニング合宿

兵庫県協会 2012年4月以降 パークＯ関西　兵庫大会

京都ＯＬＣ 2012年年度内 40周年記念大会 長岡京市 年度内に開催予定

2012年4月1日 日 松本ロゲイニング 長野

2012年4月1日 日 金沢大学大会 石川

OLC吉備路 2012年4月1～2日 日月 トレイルランニング(予定)

2012年4月8日 日 茶の里いるま大会（埼玉） 埼玉

KOLA 2012年4月21日 土 KOLA岸和田市民大会 岸和田中央公園 不可 午後開催

2012年4月21-22日 土日 WOC選抜合宿

岡崎協会 2012年4月22日 日 岡崎市大会 岡崎市 開催予定 岡崎協会 愛知県野外教育センター周辺を候補予定地

2012年4月22日 日 福井市民大会 福井

2012年4月28-29日 土日 WOC選抜合宿

備考
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近畿オリエンテーリング協議会　行事調整確認用　オリエンテーリング予定表(2012年1月22日　現在)
団体名 日程 曜日 大会名 テレイン 変更可否 備考

東海学連・関西学連 2012年6月？ 学連インカレ選考会 開催予定

2012年6月2日 土 富士山麓ロゲイニング

2012年6月2-3日 土日 JOAトレーニング合宿

2012年6月3日 日 東大OLK大会 群馬

松江クラブ 2012年6月3日or10日 日 松江春の大会 松江市　古江町 主管：松江クラブ

2012年6月or7月 土日 トレイルＯ普及員講習会 鳥取県

2012年6月中旬 小牧市四季の森大会 小牧市 開催予定

2012年6月16-17日 土日 JOAトレーニング合宿

2012年6月17日 日 KASEI大会 埼玉

2012年6月17日 日 福井市民体育大会 福井県

2012年6月24日 日 和泉市ロゲイニング（大阪） 大阪府和泉市

2012年6月30日-1日 土日 WOC前最終合宿

2012年6月30日-1日 土日 さくらんぼ大会（山形）

岐阜県協会 2012年7月8日 日 水都おおがきシティロゲイン 大垣市 開催予定

2012年7月14-15日 土日 山川キャンプ蓼科（長野）

2012年7月14日? 土 長野県大会?

2012年7月16日 月・祝 蓼科ロゲイニング 長野

大阪ＯＬＣ 2012年7月ｏｒ８月 大阪OLC夏合宿 クラブ外参加歓迎

KOLA 2012年7月28日 土 ＫＯＬＡたそがれＯ 大阪府内の公園

各府県協会 2012年8月、9月 全日本リレーO選手権選手選考会 開催予定

愛知県協会 2012年8月、9月 愛知県選手権 開催予定 愛知県では県選手権とリレー選考会を兼ねて行っている

2012年9月？ 岐阜県民スポーツ大会 開催予定

2012年9月未定 パークOツアーin関西2012　京都大会

吉備路 2012年9月1,2日 土・日 吉備路ナイト＆ディ大会 岡山県某所 基本不可 一般

2012年9月2日 日 東北大OLC大会

2012年9月8-9日 土日 山川キャンプ駒ケ根（長野）

2012年9月23日 日 岩県大会 岩手

2012年9月23日 日 埼玉県協会大会

2012年9月23日 日 福井市スポレク大会

松江クラブ 2012年9月下or10月上 日 松江レクスポフェスタ２４　ミニミニＯ 松江市　北公園 主管：松江クラブ

2012年9月30日 日 東京都民スポレク大会

2012年10月以降 京都OLC40周年記念大会 京都府長岡京市 可 詳細日程未定（年度内開催予定）

2012年10月？ インカレロング 開催予定

つるまいＯＬＣ 2012年10月？ パークＯ名古屋 愛知県 開催予定

朱雀OK 2012年未定 朱雀OK20周年大会（仮称）

名大・椙山OLC 2012年10月？ 名大椙山大会 開催予定

東海地区OLC連絡協議会 2012年10月？ 東海クラブカップリレー 浜松市 開催予定

JOA東海ブロック 2012年10月7日 日 岐阜国体デモスポ 多治見市　多治見市・岐阜県協会 不可 岐阜県協会 岐阜県民のみ参加可

中日新聞社・愛知県協会 2012年10月14日 日 第54回中日東海B大会 愛知県岡崎市・新城市 開催日公表済

2012年10月20.21日 土日 小牧山大会 愛知県小牧市 開催予定

2012年10月20-24日 土～水アジア選手権 中華人民共和国

愛知県教育委員会 2012年10月21日 日 愛知スポレク 愛知県 開催予定 愛知県協会・愛知OLC

主管：大田クラブ 2012年10月21日 日 第２４回島根県スポレク祭：さんべ祭りオリエンテーリング大会 大田市三瓶、北の原 主管：大田クラブ

岡崎市体育協会 2012年10月28日 日 岡崎市民大会 愛知県岡崎市 開催予定 岡崎市協会 岡崎中央総合公園

2012年10月28日 日 福井県民スポーツ祭

主管：松江クラブ 2012年10月28日 日 第２４回島根県スポレク祭：松江秋のオリエンテーリング大会 松江市　風土記の丘 主管：松江クラブ

2012年11月10日 土 （大会予定　滋賀県協会？） スプリントの前日大会の実施を三重県協会が要望

JOA 2012年11月11日 日 全日本スプリント選手権 三重県伊賀市 開催日公表済 三重県協会

2012年11月18日 日 埼玉県レク大会

JOA 2012年11月23日 金・祝 全日本トレイルO選手権 長崎県 開催日公表済 長崎県協会

長崎県協会 2012年11月23日 金・祝 スプリント 長崎県 開催日公表済

三重県レク協会 2012年11月下旬 みえスポーツフェスティバル 三重県 開催予定 三重県協会 11月10日に前倒しするかも

JOA 2012年11月24日 土 全日本ミドルO選手権 長崎県 開催日公表済 長崎県協会

JOA 2012年11月25日 日 全日本リレーO選手権 長崎県 開催日公表済 長崎県協会

静岡県協会 2012年12月？ 東海地区インストラクタ養成講習会 静岡県

2012年12月？ 香川ロゲイン 香川県

京都府協会 2012年12月9日 日 東山三十六峰マウンテン・マラソン 京都市東山縦走 否

OLCふるはうす 2012年12月15日 土 パークOツアーin関西2012　大阪大会 大阪 不可 渉外中

大阪府協会 2012年12月16日 日 ウエスタンカップ 大阪

東海学連・関西学連 2012年12月下旬 学連インカレ選考会 開催予定

KOLA 2013年1月3日 木 ＫＯＬＡ新春大会 大阪

和歌山県協会 2013年1月 or 12月 和歌山県民大会 田辺市 １２月の可能性あり

2013年2月17日 日 クラブ対抗リレー 埼玉

2013年2月24日 日 トレイルO四国　愛媛トレイルＯ大会 松山市 不可 ＪＯＡ公認申請予定・スプリント併設

2013年3月24日 日 全日本大会（福井）

2013年3月24日 日 トレイルＯ

2013年3月30-31日 全日本スキーO（北海道）

ＫＯＬＡ 2013年4月20日 土 KOLA岸和田市民大会 岸和田市

ＫＯＬＡ 2013年7月27日 土 KOLAたそがれＯ大会 大阪

9



2012 年 岸和田市民オリエンテーリング大会 
 

４月の気候のいい時期に、公園で簡単なオリエンテーリングを楽しみませんか。公園

内なので、小学生だけでも安心です(小学生だけで回っても３０分程度の難易度です)。

ご家族連れやお友達どうしでお気軽にご参加ください。 

 

 【開 催 日】２０１２年４月２１日（土） 荒天中止 

 【主  催】岸和田オリエンテーリング協会（ＫＯＬＡ） 

 【後  援】大阪府オリエンテーリング協会 

 【集合場所】岸和田市 中央公園 管理事務所前グランド横広場 

 【交  通】ＪＲ阪和線「久米田」駅 下車 徒歩約２０分 

       有料駐車場あり（第２駐車場が便利です） 

 【受  付】１４時～１５時 （スタート時刻は１４時１０分から） 

 【競技形式】ポイントＯ（Ｅカード使用） 

 【使用地図】ＫＯＬＡ作成「岸和田中央公園」縮尺１：４０００ 

 【ク ラ ス】Ｌ（ロング）３km，Ｍ(ミドル)２.５km，Ｓ（ショート）１.５km 

        ※・距離は予定です。 

         ・各クラスとも１５時１０分までの順次のスタートです。 

          （リフトアップ＆パンチングフィニッシュ方式。バックアップラベルの使用はしません） 

         ・希望があればスタート用ユニットを３つ用意しておきますので、 

          同時スタートのマッチレースも可能です。 

 【参 加 料】［事前申込］１人７００円（ただし高校生以下３００円） 

             新人歓迎企画としまして、大学生新人は３００円 

             ＫＯＬＡ入会希望者は無料！（今大会後に総会＆打ち上げがあります。） 

                   ※マイＥカードを使用する方は、３００円割引します。 

       ［当日申込］１０００円（ただし高校生以下３００円） 

             ※マイＥカードの使用はできません。 

 

 【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) ゆうちょ銀行 「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 

  (3) 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   
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  振替用紙の通信欄やＥメールで以下のことをお知らせください。 

  E-mail kola_osaka@yahoo.co.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］ 

       

  ※大会当日に、事前に申し込みしなくても参加はできますが、準備の都合上、 

   できる限り申し込み下さるよう、お願いいたします。 

 【申込締切】２０１２年４月１３日（金） ［当日申込みも出来ますが地図に限りがあります］ 

       ※メール到着分は、４月２０日（金）午前７時まで受け付けます。 

【問合せ先】〒596-0044 岸和田市西之内町２－２０  寺田保 

       電話 0724-38-0260 ＦＡＸ 020-4664-7566（通信費 50 円程度必要） 

       E-mail kola_osaka@yahoo.co.jp 

       http://www63.tok2.com/home2/kola/ 

 【そ の 他】・参加賞としてゴールにてジュースをお渡しします。 

       ・プログラムの発送はありません。情報はホームページでご覧ください。 

       ・各クラス３位まで、表彰します。 

       ・表彰は、１５時３０分ごろの予定です。 

       ・今大会は、ＫＯＬＡ杯授与の対象からは除外しています。 

       ・次の５人の方は、今回の無料招待対象者です［敬称略］。 

         福田雄希、岡部悦子、結城克哉 間中千尋、佐藤政明 

                  参加される場合は、事前にご連絡ください。 

       ・運動の出来る服装、靴でご参加ください。 

       ・コンパスは各自ご用意下さい。（５０個までは貸し出しできます！） 

       ・競技中の怪我、事故については充分にご注意下さい。 

        参加者が自分自身あるいは他へ与えた損害については、個人責任となります。 

       ・今大会の成績や報告はホームページに公開いたします。 

               記載に関する要望については、主催者にご連絡ください。 
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ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

2/11 京大・京女OLC新人運営練大会 京都.京都

2/11 ES関東スプリント＆ミニフォトロゲinお台場) 東京.

2/11 第2回南国ロゲイニング大会 高知.南国

2/11 沖縄ロゲイニング2012名護大会＜プログラム＞ 沖縄.名護

2/11-12 インストラクタ養成講習会[JOA認定] 埼玉.熊谷

2/11-12 [JOA]コントローラ資格認定・更新講習会 埼玉.熊谷

2/12 京都市民総体OL大会兼第9回八田記念OL大会 京都.京都

2/12 [JOA:B]中日東海ブロック大会 岐阜.関

2/16 -3/15 第4回奥高尾タイムトライアル＜期間変更＞ 東京.

2/18 [JOA]東京トレイルO大会in狭山の森 東京.東村山・東大和

2/18 OSJ鎌倉ロゲイニング 神奈川.鎌倉

2/19 第32回早大OC大会 静岡.御殿場

2/19 スノーゲイン菅平高原大会2012 長野.菅平高原

2/19 全日本大会のためのベテランズ大会 福岡.北九州

2/25 第29回サン・スーシ大会 神奈川.秦野

2/25 第6回横浜シティロゲイン＜エントリーリスト＞ 神奈川.横浜

2/25 -26 インストラクタ養成講習会[JOA認定] 宮城.仙台

2/26 八郷総合運動公園大会 茨城.

2/26 第16回クラブ対抗リレー 埼玉.東松山

3/4 白川郷スノーゲイン2012 岐阜.白川村

3/4 第2回小千谷スキーO大会＜要項＞ 新潟.小千谷

3/4 ぐるぐるナビin森林公園(中級編) 埼玉.滑川町

3/4 名椙大技術局公認レース＜要項＞ 愛知.

3/9-11 インカレミドル＆リレー＆併設希望が丘２日間大会 滋賀.野洲、湖南

3/10 第20回フォトロゲ@伊勢原＜要項＞ 神奈川.伊勢原

3/11 東日本大震災チャリティ阿倍野ロゲイニング＜要項＞ 大阪.大阪

3/17 [JOA:B]NPO法人記念埼玉県協会大会JC、昇竜、早大で会場受付 埼玉.小川町

3/17 -18 J-CUPスキーO大会2012 山形.真室川町

3/18 平成23年度岡山県民大会 岡山.加茂郡吉備中央町

Aiming
１月２２日に行われた近畿OL連絡会。議事録をまとめてくれていたおかげで、即日に各団体
にメールでの配信が出来ました。KOLAとしては、年間３回の大会運営を提示。また、大阪府
や近畿として、ビッグ大会の予定も確認。JOAとの連携をとりながら、楽しめるものを頑張って
いきましょう。

※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。
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