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クラブ７人リレー2014
in 長野県茅野市

八ヶ岳国際自然学校
ｂｙ

横田実

今回の７人リレーは、八ヶ岳の麓に位置す
る国際自然学校内での開催。麓といっても、
標高 1800m の位置にあり、朝夕は冷え込み
があり、昼間の疾走には快適な気候でした。
ＫＯＬＡからは、なんとか横田，前田，寺
田保，平山，村橋，白川，永瀬の７人でチー
ムを作って参加。前日から四宮さんお勧めの
ペンションに泊まっての参加となりました。
横田，寺田，村橋，永瀬は、寺田号で大阪
を出発。途中、いろいろな障害を乗り越え、なんとか夕方に到着。前田氏は奥さんを
連れて電車で八ヶ岳散策にいったあと、ペンションに。平山は前田氏と同行し、同じ
く山を満喫。白川は、仕事のため当日朝に車で参加。現地は９時以降は自動車が入れ
ないため、茅野駅前に車を置いてバスで移動という手段になりました。
当日は、本当にいい天気に恵まれ、絶好のオリエンテーリング日和。前田さんの奥
さんは別行動をし、残り６人が寺田号で会場の八ヶ岳国際自然学校に移動。
スタート準備をして、横田の第１走からレースが始まった。走順は、１走横田→２
走前田→３走平山→４走村橋→５走寺田→６走白川→７走永瀬。
まずは第１走の横田。走力不
足で走れないのはわかっていた
ので、ミスがないようにと思い
スタート。しかし、それ以上に
足元が想像以上に悪かった。石
がごろごろしていて、足元がす
くわれる。それでも全力で疾走
している人もいるので恐れ入り
ます。中には、１番コントロー
１走

横田

→ ２走

前田

ルに行くまでに転んで頭を打っ
てしまい、怪我で病院に行かれ
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た方もいました。コース的には、走行可能度では白いところが多く、直進しやすいの
だが、前述したように石が多く、しかもそれが下草に隠れているのでやっかいでした。
なんとか、無事に第１走を走り終えて第２走にバトンタッチをして、あとは応援に
専念しました。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------４走担当

村橋

今年は北八ケ岳山麓標高１８００ｍ付近での開催となりました。当日は凄く天気も
よくて最高のＯＬ日和でしたが、会場は露天で標高も高いせいか、日陰に入ると肌寒
くかんじ、太陽を背に受けると、暑さを感じる会場でした。
８月はじめに体調を崩し仕事も３週間程仕事を休んで、不安を感じながらの今回の
参加でしたが、何とか完走する事ができました。
４走は２．７ｋｍ、ＵＰ１１０ｍと７走の中では難易度は一番低いコースだったと
思います。コントロール数は１３個でほとんどが道走りができるコースでスタートか
ら３番までは下り、５番から７番が登りで、この１３のレグのなかで２ケ所大きなロ
スをしました。
２番の小道の曲がり、約２５０ｍでしたが、距離がつかめず失敗。８番の水系のエン
ドは前走者にひっぱられ、失敗。ＶＰのコースで比較するのは少々無理があるかもし
れないがトップで２０分代、私で３８分代でした。ほとんど道走りのコースでしたが、
全く走る事ができず、体力をつけてもう少し走れる様になりたです。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

２走

前田

→ ３走

平山

３走

平山

→ ４走

村橋

４走

村橋

→ ５走

寺田

５走

寺田

→ ６走

白川
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残念ながら、
７走の永瀬氏のみ
リスタートにかかってしまいました。

７名の集合写真！
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上林写真館より
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パークＯツアーin 関西 2014 兵庫大会

報告

横田実

平成 26 年９月２８日 兵庫県 明石公園
で地図を各自に配置していく。例え
パークＯツアーin 関西の
城壁の取扱注意
ば１枚目
BCC/２枚目
CAB/３枚
今回は、コントローラということ
第３戦。明石公園は、あの軟
目 ABA というふうにすると計
で事前のコントロールチェックな
式高校野球での５０回の死
どもあったので早くに到着したの
算上は２１６通りの組み合わせ
闘の舞台となった明石トー
ですが、ＩＳＯＣの生徒も３人が参
でレースが組めることになりま
カロ球場のある公園。初のワ
加。今回オリエンテーリング２回目
す。
ンマンリレー方式の採用で、
の福山くんはＮクラスでの参戦。前
回の和歌山大会では無難に切り抜
どんなレースになったので
けたので、どうにかなると思ってい
しょうか。
たのですが、今回の城壁に苦労した
ようで、７２番への行き方が分から
ずうろうろしていました。

明石城跡の会場
明石公園は、明石城跡を中心に作
られた都市公園で、園内には多くの
樹木や植物が繁茂し、変化にとんだ
丘や池、堀は周辺の自然環境と調和
して美しくい公園です。またテニス
コートやあのトーカロ球場や競技
場もあり、さらに中央部分は、城壁
が再現された明石城跡で高低差が
あるので変化に富んだコースが組
めるところである。

コントロールの様子

リレー地図の設置

公園内での催しへの対応
都市公園ということもあり、公園
内では催し物が随時開催されてい
ます。
事前に何度も打ち合わせをして
いても直前にならないとはっきり
と分からない物もあり大変。２週間
前のコース確認では、ロープで囲ま
れた部分や芝生広場での催し物が
分かりコース変更があり、また地図
を印刷した後に、城跡への建築物が
設置されるということもありまし
た。

晴天のレース日和
初のワンマンリレー方式
この公園での大会で採用された
のは「ワンマンリレー方式」。主催
者の尾上さんが、近畿ブロックで大
会形態として提案して承認されて
いた方法を、実現しました。都市公
園なので、走行距離がそれほどとれ
ないので、一般的には「地図交換」
での複数地図方式で実施するので
しょうが、今回は通常のリレーで行
われている方法を、個人レースで行
うというものです。
ＭＡクラスは、地図を３枚用意。
３枚の地図には、それぞれＡ～Ｃに
わけたレッグが３つ存在したもの
を用意。これを組み合わせて、全員
が平等に１～３枚目の地図でＡ，Ｂ，
Ｃを必ず通るようにコースを組ん

当日は、晴天が広がる素晴らしい
レース日和。受付はクラスにより開
始時刻をずらしていたため、ぼちぼ
ちとやってきました。
まずは、グループや初心者向けの
クラスが、通常のポイントＯ形式な
ので、受付が終わった人から随時競
技説明。今回は、競技にＳＩを使用
するのでその取り扱いの説明も行
っていました。

受

城壁は、Ａクラスでも悩むところ
だったようで、例えば６５→６０の
レッグのあったコースでは、いった
ん下って城壁を登り返すか、高低差
のない東側から回り込むかですが、
あなたならどうしますか。

付
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1

リレークラスのスタート
グループクラスのスタートが終
わった後、いよいよリレークラスの
スタートです。リレーなので一斉ス
タート。３枚地図で争うＭＡ，ＷＡ
のスタートを先にして、その他の２
枚地図でのスタートは１０分後と
いうことにしました。
まず、地図をセットしている場所
から１枚目の地図を取り、自分の地
図の位置を確認します。みんなのか
け声でカウントダウンをして、スタ
ート！

ＭＡの表彰

ＷＡの表彰

続いて、１０分後に他のクラスが
スタートなのですが､スタートをす
る前に、トップの人が地図交換に来
てしまいました。

大きなせんべいも賞品です

2 orienteering magazine 2011.10
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平成 2６年度

第２３回全日本リレーオリエンテーリング大会
選手権クラス開催要項
この大会は岐阜県からの補助金を受けて開催されています

開催期日
競技場所
競技会場
競技開始
交通機関

平成 26 年 12 月 7 日（日） 雨天決行・荒天中止
岐阜県中津川市上野
岐阜県中津川市 椛の湖キャンプ場 （本大会参加予定者の当該地域事前立ち入りを禁止します）
10 時 30 分
公 共：ＪＲ中央線坂下駅 （駅から 5.5 キロ 徒歩 1 時間）事前申込みによる送迎検討中
自動車：中央自動車道中津川 IC より 20 キロ
競技形式
リレーオリエンテーリング（1 チーム 3 名）
競技規則
「日本オリエンテーリング競技規則」による
地
図
縮尺 1: 10,000、等高線間隔 5m、通行可能度 4 段階表示、A4 判
計
時
EMIT 社製電子パンチシステム
主
催
(公社)日本オリエンテーリング協会（JOA）
大会コントローラ：小野 盛光
主
管
岐阜県オリエンテーリング協会
競技責任者：橋本 八州馬 コース設定者：山川 克則
後
援
文部科学省、(公財)健康・体力つくり事業財団、(公財)日本体育協会
岐阜県・中津川市・中津川市教育委員会・(社)中津川観光協会・(特非)岐阜県レクリエーション協会
協
賛
森永乳業株式会社、株式会社中村農園 (予定)
大会ウェブサイト
http://www.orienteering.com/~gifu/taikai/h26relay/h26relaytop.html
テレインプロフィール
標高約 650 メートルの高原にある人造湖「椛の湖」を中心とするテレインである。次の３つの部分で構成
される。① 急斜面が少なく通行可能度も概して良好であるため、スピードが出しやすいエリア。比較的
小さな穴や岩が多数存在する。一部笹に覆われて走りづらくなっているエリアもある。林の中に小径は多
いが、一部不明瞭となっているため注意が必要となる。この部分では上位のクラスでは、森の中の直進中
心のコースとなる。② ①のエリアとは趣を変えた山林で、やや急峻で岩石地や礫地があちこちに存在す
る。このエリアを通過する時は巡航速度が著しく落ちる。笹に覆われた部分や広い藪なども散在している。
コース距離の短いクラスでは、このエリア中心のオリエンテーリングとなる。③ ①と②のエリアを連絡
する道走り中心のエリア。主に椛の湖周辺道路。
参加規定

１.選手権クラスへの参加は、JOA 加盟の都道府県協会（以下「正会員」
）とします。
２.選手権の各クラスへ、1 正会員から複数チームが参加できるものとします。
３.参加選手は、当該会員に競技者登録（ふるさと登録含む）したものに限ります。
４.会員選手団の構成は、団長、監督、及び選手とし、相互に兼ねることができます。
５.補欠選手は、各クラス 2 名以内とします。ただし、同一クラスに複数のチームが参加する
場合は、チーム数に相当する人数までを複数チームに共通の補欠として登録することができます。
チームの欠員の補充は同一クラスの他のチームおよび補欠登録された選手からのみ可とします。
６.正会員が単独でチームを構成できない場合、同一ブロック内もしくは隣接する複数の正会員による
連合チームも参加できるものとします。但し、当該クラスに対して単独でチームを編成している正
会員はそのクラスに対して連合チームの一員となることはできません。
７.正会員ではない都道府県協会からは、選手権クラスへの参加は認められません。但し、正会員でない
県に所属する競技者は同一ブロック内に属する正会員または隣接する正会員に所属するものとして
参加することができます。
選手権クラス
注）
クラス名
年齢構成
優勝設定時間
１.年齢は平成 27 年 3 月 31 日ま
でに達する年齢です。
ME
男子日本選手権
年齢制限なし
１３５分
２.女性選手は、M クラスにも出
WE
女子日本選手権
年齢制限なし
１２０分
場できますが男性選手と同
MS
シニア男子選手権
35 歳以上
１３５分
じ年齢構成とします。
WS
シニア女子選手権
30 歳以上
１２０分
３. XV 及び XJ クラスは年齢を満
MJ
ジュニア男子選手権
21 歳以下
１３５分

WJ
MV
WV
XV

ジュニア女子選手権
ベテラン男子選手権
ベテラン女子選手権
スーパーベテラン選手権

XJ

リトルジュニア選手権

21 歳以下
50 歳以上
45 歳以上
男性 65 歳以上
女性 50 歳以上
15 歳以下
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１２０分
１３５分
１２０分
１２０分
８０分

たしていれば性別に関係なくチ
ームが組めます。
４．優勝設定時間は変更する場合が
あります。左記表中の時間は、
各走区最速所要時間の合計です。
５．
各チームは 3 名で構成されます。

参加申込（必ず下記手続き順に従って申込んでください。
）
(１)選手権申込：JOA から各正会員に送付される所定の様式により下記期限までに申込・問合先へ提出して
ください。また同時に参加費を納入してください。
出場クラス登録期限：平成 26 年 11 月 4 日（火）送信・消印有効
連合クラス登録期限：平成 26 年 11 月 11 日（火）送信・消印有効
選手登録期限
：平成 26 年 11 月 11 日（火）送信・消印有効
参加費納入先
：郵便振替口座番号 ００１３０－８－８１５７３
加入者名 オリエンテーリング大会事務局
通信欄に都道府県名と参加クラスおよびクラス毎の参加チーム数を記入してください。振込手数料は
払込人が負担してください。 (青色の払込取扱票使用)
(２)走順登録：
「走順票」をプログラム発送と同時に配布しますので、下記期限までに申込・問合先へ提出して
ください。
走順登録期限
：平成 26 年 12 月 4 日（木） 正午 必着（厳守）
上記期限以降の走順変更は事故や疾病などの理由以外認めません。事故・疾病などにより変更が必要
な場合は監督が理由を明記し証明書類添付の上、大会本部に届出てください。走順登録提出のない場合
は、プログラムの記載順とします。
申込・問合先：〒150-8050 東京都渋谷区神南１－１－１ 岸記念体育会館内
（公社）日本オリエンテーリング協会「全日本リレ－大会」係
TEL 03-3467-4548 FAX 03-3467-4549 E-mail entry@orienteering.or.jp
参加料：1 チーム 12,000 円（4,000 円×競技人数 3 名）※納入された参加料は、いかなる場合も返金しません。
開会式 テクニカルミーティング
主催者・来賓等挨拶、優勝旗・優勝杯の返還、選手団紹介、選手宣誓、競技説明、質疑等
期 日 平成 26 年 12 月 6 日（土） 16:00～17:15 （予定）
会 場 岐阜県中津川市 中央公民館
交 通 JR 中央線 中津川駅下車 徒歩 10 分
駐車場あり
＊14 時から JOA 年末対話集会及び JOA 功労者表彰式開催予定。また、17 時 30 分から中津川市主催によ
るレセプション（無料）開催予定
表彰式
表彰は、大会当日競技会場にて行います。
１. クラス表彰
ME、WE クラス優勝チームを日本選手権者とし、上位 6 位までを表彰します。他のクラスは上位 3 位までを表彰
します。
２. 団体総合表彰
都道府県ごとに ME および WE クラスの得点と、その他のクラスの内で成績の良い 4 クラスの得点とを合計し、
一番高い得点の都道府県を総合優勝として優勝旗と優勝杯を授与し、6 位までを表彰します。
３. 得点の計算方法
ME 及び WE クラスは 1 位を 9 点とし、以下 1 点ごと減点し 9 位を 1 点とします。他のクラスは 1 位を 6 点とし、
以下 1 点ごと減点し 6 位を 1 点とします。同一会員から複数チームが出場するクラスでは、最上位チームのみ
に得点を与えます。得点対象外のチームの順位は詰めて計算します。複数会員による連合チームには、獲得得
点を構成する会員数で割った点数をそれぞれに与えます。
最終エントリ（走順提出）時点での得点対象チーム数が 6 未満（ME、WE クラスは 9 未満）の場合は、そのチー
ム数を 1 位の得点とし、以下 1 点ごと減点します。
また上記以外で競技時間（プログラムに記載予定）内で正規に継走し、完走したチームには 1 点が与えられま
す。ただし、繰上げスタートになったチームには得点が与えられません。
服装・靴等 特に制限は設けません。
留意事項
・申込方法、期限、様式は必ず守ってください。
・申込については、別途配布する申込補足も参照ください。
・大会プログラムは、大会約 10 日前までに、1 チームにつき 3 部を連絡先へ送付します。追加を希望する場合は、
別途料金（送料共１部 300 円）と共に申込時に JOA 事務局までにお申し込みください。
・行事賠償責任保険および傷害保険は主催者で加入しますが、限度がありますので、各自加入してください。
・大会への参加は、自分自身の健康状態を十分に考え、絶対に無理はしないこと。また、参加者が自分自身あるい
は第三者に与えた損傷、損害、損失については、主催者・主管者はその責任を負いません。
・本大会参加予定者の当該地域へのオリエンテーリング目的での事前立入を禁止します。
・Ｅカードは主催者で準備をします。個人のものは使用できません。
・会場・テレイン内はすべて禁煙、火気厳禁です。
・大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・ビデオ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は、主催
者に属します。
・ドーピング検査を実施する可能性があります。検査対象になった参加者は役員の指示に従ってください。ドーピ
ング検査に関する詳細は、以下のアンチドーピング委員会ウェブサイトをご覧ください。
http://www.orienteering.or.jp/AD/
その他
トレーニングコースは特に設けません。詳細は大会ウェブサイト、または大会プログラムをご参照ください。
宿泊については、中津川観光協会 0573-66-5544 (http://n-kanko.jp/)にお問い合わせください。
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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
バス停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
【受付時間】９：４５～１０：１５
トップスタートは１０：３０の予定です。

【

【 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

（兼 ＫＯＬＡ40 周年記念大会)

兼 第 30 回ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会

パークＯツアーin 関西 2014 第５戦 大阪大会

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。

ＫＯＬＡ杯とは？

【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。

【競技規則】日本オリエンテーリング競技規則に準ずる。
【競技形態】ポイント－Ｏ ミドルディスタンス競技
【コース設定者】西村徳真（Nishipro）
【トレーニングに関する状況】 トレーニングコースは設置しません。
【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
【テレイン状況】テニスコートや野球場を有する府営公園であり、整備されていて現
在地の把握は比較的容易である。適度な樹木があり、多くが走行可能なエリアであり、
オリエンテーリング的な細かなナビゲーションに適している。エリアは主要道路を挟
んで大きく２カ所に分かれているが、その間は陸橋にて通行可能となっていて、スピ
ードあふれるコースが提供できるテレインである。
【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。

- 11 -

・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

【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。

【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。

（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

E-mail kola_osaka@yahoo.co.jp

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。

【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

【参加費】

【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。

【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/

【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 ※

ＯＬカレンダー
年月日

大会名ほか

場所

10月18日

2014年世界選手権報告会

静岡.

10/18 -19

秋のアウトドアフェスティバルOL体験会

岐阜.各務原

10月19日

フォトロゲイニング草津

群馬.草津町

10月19日

トレイルOモデルイベントin朝霧

静岡.

10月19日

長岡OC大会

新潟.長岡

10月19日

越五の国

新潟.

10月25日

第28回新潟大学大会

新潟.見附

10月25日

第5回里山ナビトレラン

京都.京都

10月25日

トトロの森ミニロゲイン

埼玉.所沢

10月25日

オール早慶2014

東京.青梅

鉄道deフォトラリー＜要項＞

10/25 -26 コントローラ資格認定・更新講習会

千葉.柏

10月26日

第12回岡崎市民大会

愛知.岡崎

10月26日

関東パークOin智光山公園

埼玉.さやま

10月26日

横浜観光フォトロゲイニング

神奈川.横浜

10月26日

2014年度関西学連第2回定例戦

滋賀.竜王町

10月26日

第8回岩手大学・岩手県立大学大会兼第20回北海道・東北選手権

岩手.

10月26日

第52回北九州市民体育祭大会

福岡.北九州

10月26日

平成26年度常陸風土記の丘大会

茨城.石岡

11月1日

第1回新潟県協会杯ナイトO大会・併設西海岸公園大会

新潟.新潟

11月1日

愛知スポレク大会

愛知.東海

11月1日

[NV]松本ロゲイニング2014 Autumn Stage

長野.松本

11月1日

岩手県大杯

岩手.安比高原

1月8日

マスターズ(WMOC2014)

ブラジル

11月2日

[JOA:B]第56回中日東海ブロック大会

三重.いなべ

11月2日

フォトロゲイニングNIPPON伊豆下田

静岡.伊豆下田

11月3日

福井市民秋季大会

福井.坂井

11月3日

第1回のせでん里山フォトロゲイニング

大阪.豊能町

11月3日

県民大会・神鍋高原スコア大会

兵庫.

11月3日

第49回山口県スポレク大会兼岩国市民大会＜要項＞

山口.岩国

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
御嶽山の噴火での遭難事故は、身につまされる思いです。亡くなられた方のご冥福をお祈りします。も
し、あの噴火のタイミングが、平日だったり，夜だったり，あるいは天気が悪かったりとずれていたら、あ
そこまでの被害はなかったと思うと、人の運というものは、分からないものです。
自然での危険は、もちろん噴火だけではありません。あらゆることを想定して、行動できるように、い
つも考えていきましょう。
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