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大会報告

運営の練習でハッスル

ＫＯＬＡ
横田実

平成 24 年２月 1１日 京都府 将軍塚
京都では、定番のテレインとな
っている将軍塚周辺。今回は、
「京都大学・京都女子大学オリ
エンテーリングクラブ新人運営
練大会」ということで、若い子た
ちが張り切って動き回っていま
した。
新人運営大会
今回は、京都大学・京都女子大学オ
リエンテーリングクラブ新人運営練大
会ということで、多くの大学生が運営
に関わっていて若々しい雰囲気が。

会場は、京都女子大学のキャンパス。
各部の部室が入っている建物内で受付
が行われていました。

スタートまでえっちらおっちら
テレインは、京都ではよく使われる
将軍塚周辺。通行可能度は良いところ
が多いのだが、尾根を乗り越えなけれ
ばならない部分が多く急な登り下りが
あるのが特徴です。
会場からスタート地点までは、今回
３０分ほどの道のり。あの清水寺のす
ぐ東側。かなり登らされました。

スタート地点からフィニッシュ地点ま
でウインドブレーカーの搬送をしてく
れたり、スタート地点に給水場所を確
保してくれていたりと、細かい配慮が
良かったですね。

他の２人も、「全コース回れた」といっ
ていたけど、チェックをしてみるとペ
ナに。なかなか山道に入るとうまくい
かないようですね。
（横田実）

上り下りでえっちらおっちら

［横田がまわったコース。ＭＡＳ］

スタートから、まずは道に沿って走
っていき尾根上のコントロールにアタ
ック。途中の○印は小さなほこらでそ
れを目印に走っていけば、わかりやす
い。尾根や沢は広めの物いが、急な斜
面ばかりなので、ちょっと下りすぎる
と登り返すのが大変。

［途中の給水地点］
将軍塚周りをとるときには、東側の藪
に突っ込んでしまい、時間をとってし
まいました。９番コントロールにいく
ときに、先行していた阪本氏が手前の
尾根に入っていくのを見ながら走り越
してアタック。ここから１０番までは
猛ダッシュでなんとかタイムを縮めた
が、登り下りに疲れました。

地図をなくした(--;)
中学生を３名引率していったのです
が、岡本くんが先日のくろんど池に引
き続き地図を落とすハプニング。よく
帰ってきたものです。

orienteering magazine 2005.02
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大会報告

第 22 回 大宮子供会凧揚＆オリエンテーリング大会

ＫＯＬＡ
横田実

2012 年 1 月 8 日 大阪府岸和田市 中央公園
毎年恒例、岸和田の大宮子供
会の手伝いで行っているオリエ
ンテーリング大会。今年も楽し
んでくれたかな？
子供会とオリエンテーリング
ＫＯＬＡの会員である寺田氏が役員
を務めていたので、関わりが始まった
大宮子供会でのオリエンテーリング大
会。子どもたちも楽しみにしていて、
始まる前にも「去年はこうだったよ」
とか前年の話しをしている子もいまし
た。
今回は、前回を大幅に上回る２２組
の参加。慌てて地図を用意しにクラブ
ハウスに戻りました。ISOC（スキー野
外活動部）からも手伝いを兼ねて４人
が参加。小学生と一緒に走り回りまし
た。

みんなで走りまわろう
５人一組でグループを作ってもらい、
今年は２２チームの参加。今回は１６
個のコントロールをすべて見つけて、
番号欄にクレヨンチェック。
時間は２０分制限なのですが、すべ
てみつけるのは２０分ではきびしかっ
たようで、最初のグループが２０分で、
他のグループは３０分以上かかってい
ました。

ぜんざいで体はポカポカ
コースを回った後は、ぜんざいで体
を温めました。
（横田 実）

市長も拝見。凧揚げ大会
オリエンテーリングの前には、冬の
間に作った手作り凧での凧揚げ大会。
デザインや良くあがった物とかに、
色々と賞が与えられていました。役員
の人が手分けして賞を決めているので
すが、毎年、岸和田市長も顔を出して、
市長賞も選んでいます。

orienteering magazine 2004.02
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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

2012/02/11 2011年度京大京女新人運営オリエンテーリング大会a将軍塚
MAS（参加14名）
2.9km ↑190m
1 久保 喜正
0:43:04 京都OLC
2 向井 清隆
0:46:21
3 山下 智弘
0:48:29 豆腐OLC
109.6% 104.4%
16.0%
7 横田 実
0:50:24 KOLA

2012/02/12 第９回八田記念オリエンテーリング大会at宝ヶ池公園
MV(参加9名)
1 村橋 和彦
195点 ＫＯＬＡ
0:41:53
2 向井 清隆
180点
3 森田 隆幸
120点
村橋夫妻
WB(参加3名)
1 村橋 テイ子
2 飯田 毬貴
3 坂本 美江子

二人仲良く優勝
195点
50点
55点

ＫＯＬＡ
0:42:08
修学院中ワンゲル
京都OLC

2012/2/12 第53回中日東海ブロックオリエンテーリング大会at岐阜県百年公園
M65(参加12名）
2.7 km ↑195m
1 小幡 昭次
0:54:41 三河OLC
2 藤田 和男
0:58:07 浜松OLC
3 佐藤 政明
1:00:03 大府市
116.2%
115.1% 13.5%
5 前田 春正
1:06:58 ＫＯＬＡ
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大泉緑地のパーマネントコース
ｂｙよこたみのる
先日、大泉緑地のパーマネントコースのチ
ェックにいってきました。
以前は松原 OL 協会が管理していたのです
が、KOLA が引き継ぎ地図も利用していま
す。パーマネントコースのマスターマップ
を表示していた看板も今はなく、コントロ
ールだけが１５個公園内に立っています。
ところが、ときどきこのコントロールもこ
ちらに相談もなく引き抜かれていること
があるので、定期的な点検が必要です。今
回は、そのチェックと、ちょっとコントロールに細工をしてきました。
看板がなくなったので、連絡先などを知らせ
るものがなくなったので、コントロールのポ
ールに、ラミネートをしたシートを巻き付け
てきました。シートには、KOLA のメールアド
レスと、ネットプリントの利用方法を書いて
きました。これで少しは利用度が上がるか
な？。期待しておきます。

地図を入手されたい方は、セブンイレブンのネットプリントサービ
スにてプリント番号｢ＪＯＡＰ７４２Ａ」からどうぞ。
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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
【交

中央公園

管理事務所前グランド横広場

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

(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）

口座番号：0014158

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
電話

0724-38-0260

E-mail

ＦＡＸ

寺田保

020-4664-7566（通信費 50 円程度必要）

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
3/11

大会名ほか
東日本大震災チャリティ阿倍野ロゲイニング

場所
大阪.大阪

3/17

[JOA:B]NPO法人記念埼玉県協会大会

埼玉.小川町

3/17

第2回京都寺社ロゲイン

京都.京都

3/17

O-クリニック

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

3/18

フォトロゲイニング山口in秋穂(あいお)

山口.山口

3/18

[JOA]第4回全日本スプリント大会

群馬.太田

3/24 -25

奥武蔵レクロゲイニング2012(読図・ロゲ講習あり)

埼玉.飯能

3/24 -25

[JOA]全日本スキーO大会

北海道.留寿都村

3/24 -25

第25回全日本高等学校・中学校選手権

長野.駒ヶ根

3/25

[JOA]トレイルO茅ヶ崎大会

神奈川.茅ヶ崎

3/25

第7回亀山市民大会

三重.亀山

3/25

第51回二本松大会

福島.二本松

3/25

第25回新潟大学大会

新潟.新潟

3/25

フラワーウォーク2012＜日程＞

愛知.名古屋

3/31

山陽路パークO備北丘陵公園大会

広島.庄原

3/31

第29回長野県大会

長野.松本

3/31

第3回JOAトレーニング合宿

静岡.富士

4/1

第28回金沢大学大会兼石川県民大会

石川.コマツ

4/1

松本ロゲイニング2012

長野.松本

4/1

フラワーウォーク2012＜日程＞

愛知.新城

4/中旬

春の親子OL大会

福岡.福岡

4/7

ぐるぐるナビin奥武蔵(基礎編Ⅰ)

埼玉.

4/8

第8回茶の里いるま大会in嵐山

埼玉.入間

4/21

岸和田市民大会

大阪.岸和田

4/21

第21回フォトロゲ@清瀬＜日程＞

東京.清瀬

4/22

第31回笠岡市大会

岡山.笠岡

4/22

番外編フォトロゲ@五日市(参加制限あり)

東京.あきる野

※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
パーマネントコースのチェックは、年に１度はすべきもの。最近は案内板の整備もままなら
ず、KOLAが松原協会から引き継いだ大泉緑地も、案内板がありません。今は、ネットプリント
という手もあるのですが、現地で見た人もわかるようにと、コントロールのポールに、案内用の
用紙を貼り付けてきました。これで少しは、利用者も増えるかな？
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