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[E-mail] kola_osaka@yahoo.co.jp

パークＯツアーin 関西 2014 和歌山大会

報告

横田実

平成 26 年９月７日 和歌山県 河西公園
今回は、各クラスの人数も少ない
パークＯツアーin 関西の
まずは予選
こともあり、参加した７人全員が表
河西公園は、北西から南東にかけ
第２戦。河西公園は、以前の
彰され、いい思いもさせてもらいま
ての細長い公園。途中にはグランド
大会では冬の吹雪の中での
した。ありがとうございます。
が点在し、その間をぬって走ること
大会。今回は、暑い中での大
になります。高低差もなく、まずは
会で、走り回りました。
いよいよ決勝
走りきることが大切。
好天の会場
朝方、雨が降っていた天候も回復
して、レースが始まる頃には、晴天
のいい天候になっていました。日陰
では涼しい風が吹き、絶好のオリエ
ンテーリング日和。公園自体も、高
低差の少ないランニングコース。
子どもたちが野球やサッカーを
しているグランドの横でのレース
が始まりました。

しかし、途中戸惑ったのが独立樹
の標記の取り扱い。プログラムでも、
標記方法についての記載はあるの
ですが、ちょっとした木々の間にあ
るものも独立樹の標記になってい
たので、行ってみても「ここでいい
のかな？」と思ってしまいました。

午後は、Ａクラスの決勝。今度は、
南東側の地図を使ってのレースで
す。予選の下位者からスタートして
いく方式で、僕は３番目のスタート
(^^;)。
走力はないものの、スムーズにと
れて、前を走っていた人にも追いつ
き、調子に乗っていたのですが、12
番の尾根を探すのに、北側の藪の中
を探し回っていてロスタイム。結局、
分相応の順位に落ち着いてしまい
ました。

生徒たちも、初の参戦
開会式のあいさつ

予選・決勝方式のレース
今回のＡクラスは、予選・決勝方
式でのレース。グランドの間をぬっ
てのコースなので、目標物も多く、
それほど迷うことなく走りきれる。
公園を「南東」と「北西」の２枚の
地図にわけ、使い分けていました。
また、他のクラスは一発勝負でし
たが、再度楽しめるようにと、オー
プンで決勝コースを楽しめるよう
にしてくれていました。

今回は、僕も生徒７人を引率。初
めて本格的なオリエンテーリング
大会に参加する子もいて、大会の流
れから、Ｅカードの使用方法なども
説明。公園内なので、危険もないの
で、なんとか完走をというのが目標
です。ＮからＭ１５まで、レベルに
あったクラスで、なんとか楽しみま
した。

生徒たちも、オープンで
連れて行った生徒も、オーブンＷ
ＡＦコースに挑戦。案の定、道沿い
はなんとかなっていたものの、少し
道をそれると、探すのに一苦労して
いるようす。残念ながら２人が最後
まで見つけられずにフィニッシュ
していました。残念。

あと３戦！
レース後、和歌山ラーメンを食べ
に行った人もいたようで、色々な場
所に行くオリエンテーリングとし
ては、その前後も楽しみの一つです
ね。あと、パークＯツアーも３戦あ
りますが、是非とも皆さん頑張って
下さい。

スタートの様子
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パークＯツアーin 関西 2014 第５戦 大阪大会
兼 第 30 回ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会
（兼 ＫＯＬＡ40 周年記念大会)
【 開催日 】２０１５年１月３日（土）
【主
催】大阪府オリエンテーリング協会、岸和田オリエンテーリング協会
【主
管】岸和田オリエンテーリング協会
【競技責任者】横田実
【イベントアドバイザー】楠見耕介（和歌山県オリエンテーリング協会）
【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

【

交通

】南海電鉄南海本線「岸和田駅」または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に乗車
「蜻蛉池公園前」下車 徒歩５分
駅よりテープ誘導あり（必ずテープ誘導に従ってきてください）
車の場合は、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５１０円）
駐車場よりテープ誘導あり
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【受付時間】９：４５～１０：１５
トップスタートは１０：３０の予定です。
【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】ポイント－Ｏ ミドルディスタンス競技
【パンチ器具】EMIT の E カード使用
【地
図】NishiPRO 作製「とんぼ池公園」
（JSSOM 準拠）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
【クラス】 MA（無制限）
KOLA杯獲得者リスト
WA（女子、年齢無制限）
ナイト大会
新春大会
M35（男子 35 歳以上）
開催年
(2007年からはたそがれ)
W35（女子 35 歳以上）、
Ｍクラス
Ｗクラス
Ｍクラス
Ｗクラス
2003 中村 貴史 吉岡 康子 小林 康浩 藤田 沙織
M50（男子 50 歳以上）
2004 原 昇司
若木 まりも 寺岡 孝
藤田 沙織
W50（女子 50 歳以上）
2005 澤地 未来 松本 知佐子 板谷 日出男 松本 知佐子
M65（男子 65 歳以上）
2006 小林 康浩 加納 尚子 梅本 匠
林 加奈
2007 池 陽平
坂本 涼子 佐藤 一平 （該当なし）
M15（男子中学生以下)
2008 鈴木 陽介 岩水 加代子 栄森 貴久 田川 雅美
W15（女子中学生以下)
2009 野本 圭介 北川 仁美 西田 陽一 吉田 蛍子
MB（男子中級者、当日申込可能）
2010 川北 洋平 河﨑 千里 大西 康平 石川 実起
WB（女子中級者、当日申込可能） 2011 和久田 好秀 鳥羽 都子 福田 雄希 岡部 悦子
2012 結城 克哉 間中 千尋 石黒 文康 青柳 紀子
N (初心者、当日申込可能)
2013 福井 直樹 野澤 麻乃 松下 睦生 関谷 麻里絵
OM（男子当日申込）
2014 倉本 竜太 藤原 愛
板谷 智史 上良 智子
永年招待者 佐藤政明
OW（女子当日申込）
※パークＯ関西ツアーの対象は、MA,WA,M35,W35,M50,W50,M65,M15,W15 です。
【優勝設定時間】 各クラス 20～25 分を予定
【お楽しみレース】恒例のお年玉争奪お楽しみレースを予定しています。
参加者数には制限があります。
参加希望者は、事前申込お願いします。
当日申込の場合は、参加できない可能性があります。
追加の参加費は不要です。
【表 彰】各クラス３位まで表彰状を授与します。（ただし、ＯＭ、ＯＷクラスは表彰対象外）
また特別表彰として、ＫＯＬＡ杯を授与します。

ＫＯＬＡ杯とは？
男女最上位クラスに参加している方で、過去 12 年間にＫＯＬＡ杯を受
賞していない成績最上位者に授与されるもので、「ＫＯＬＡＴシャツ」
と「ＫＯＬＡ大会年間無料招待券」の２点を進呈します。過去 12 年間
の授与者は、上の表の通りです。
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【参加費】

・事前申込者 …1500 円［マイカード使用者は 300 円割引］
・ただし、高校生以下、ＭＢ、ＷＢ、Ｎクラス…500 円
・当日申込者 …1800 円［マイカードは使用できません］
・ただし、高校生以下、ＭＢ、ＷＢ、Ｎクラス…600 円

【振込先，申込方法】
・ ゆうちょ銀行 店番：099 （〇九九 店）種別当座：当座 口座番号：0014158
・ 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
・ 郵便局で郵便振替で、振り込む場合、
「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(郵便局で郵便振替用紙で、振り込む場合)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］
（10) お楽しみレースへ参加希望

【参加招待】
・パークＯin 関西選手権者 2013 獲得者として、以下の９名を無料招待します。
、WA 郷田侑希 、増田美穂子
MA 松澤俊行
M35 平山友啓 、W35 青柳紀子 、M50 宮崎敦司、W50 山本陽子
M65 鹿野勘次 、M15 福井直樹
［敬称略］
・たそがれＯ新人特別表彰者、ＫＯＬＡ杯獲得者として、以下の７名を無料招待します。
緒方空人、竹川和佳子、倉本竜太、藤原愛、板谷智史、上良智子、佐藤政明
・無料招待の方も、事前申込（(1)～(11)を E-mail、葉書なたは 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。
【年間申込み】
パークＯツアーin 関西 2014 年間申込みをされている方で、
お楽しみレースへの参加を希望される場合は
希望の旨を E-mail,葉書または FAX で連絡してください。
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【申込み〆切】 ２０１４年１２月１７日（水）必着
※ １２月１８日中にＥメールなどで連絡をいただいていれば結構です

※

【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
寺田 保
電話 072-438-0260
ＦＡＸ 020-4664-7566（KOLA 専用。通話料+30 円/枚かかります)
E-mail → kola_osaka@yahoo.co.jp【強く推奨】
Twitter → kola_osaka
ウェブサイト → http://www63.tok2.com/home2/kola/
【その他】
・プログラムの送付は行いません。
１２月２６日頃にホームページ http://www63.tok2.com/home2/kola/に掲載します。
・事前申込者のスタート時刻は事前指定します。
・大会当日、公園内には一般の利用者がおられますので、他の方の迷惑となる行為は
禁止します。また、競技中も接触事故等の無いように十分に注意してください。万
一事故等のあった場合は必ず本部に報告して下さい。
・競技地図に表記されている、保全地域、花壇等の立入禁止区域ならびに通行禁止ル
ートには、絶対に立ち入らないでください。
・大会参加者は、自分自身の健康状態を十分に考え、自分の責任で参加して下さい。
競技中に負傷された方のため、本部には救急箱を置いてあります。
・貴重品は各自で管理してください。
・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。
・金属製ピンつきシューズは禁止します。
・女性用更衣テントを用意します。
・今大会の成績や報告はホームページに公開します。
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。
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ＯＬカレンダー
年月日

大会名ほか

場所

9月20日

第68回全国レク大会2014福島

福島.福島

9月20日

第2回森をはしろうトレイルを語る対話集会

東京.品川

9/20 -21

第8回名椙大会

愛知.名古屋・岡崎・新城

9/20 -21

2014北海道アウトドアフェスティバル(トレラン、ロゲイン)

北海道.虻田郡

9月21日

第7回県民スポーツ大会

岐阜.養老町

9月21日

第１回フォトロゲ南アルプス市(3&5時間、個人&チーム)

山梨.南アルプス

9月21日

森林公園OLを楽しもう

埼玉.滑川町

9月21日

七国峠スコアO大会

埼玉.さいたま

9月21日

恐竜公園大会

長野.長野

9月23日

第15回東京都選手権兼リレー代表選考会

東京.八王子

9月27日

関東パークO_都民スポレク大会

東京.

9月27日

県協会大会運営研修会(コース設定～OCADコース作図編)

岡山.倉敷

9月27日

第21回札幌OLC大会

北海道.札幌

9/27 -28

チャレンジ！ナビ都市地形萌えスペシャルラン

東京.

9月28日

[JOA:S]パークO関西・明石公園大会

兵庫.明石

9月28日

第43回福井市民スポレク大会

福井.福井

9月28日

三河高原トレイルランニング2014

愛知.新城

9月28日

福岡県大会兼高塔山公園大会

福岡.北九州

9月28日

スマフォトロゲイニングin広島

広島.広島

9月28日

第36回北海道大学大会

北海道.札幌

10月4日

伊豆大島ロゲイニング2014

東京.大島

10月4日

第3回フォトロゲイニングin美祢

山口.美祢

10月4日

横浜OL練習会

神奈川.横浜

10/4-5

青い森うみねこ2daysスプリントＯ種差海岸

青森.八戸

10月5日

[NV]橿原大和三山ロゲイニング

奈良.橿原

10月5日

第7回愛知県選手権兼全日本リレー愛知選考会

愛知.新城

10月5日

第41回前橋市民大会

群馬.前橋

10月5日

金沢市民スポレク祭大会＜要項＞

石川.金沢

10月5日

新潟県レク大会in阿賀野＜日程＞

新潟.阿賀野

この大会情報は「森を走ろう！」サイトを利用して作成しています。

Aiming
最近の天候は、異常なんですかね？。さすがに、人間の立場では都合の悪い天候には違いないが。
まぁ、この原因を作ったのも人間かも知れないと思えば、仕方ないのかも知れないけど、被害が出る
のはいたたまれませんね。
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