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

Results

上位３人の平均に対する相対(%)
タイム 巡航速度 ミス率
2015/11/08 第24回全日本オリエンテーリング大会 in 金勝～こんぜ～
MS（出走17チーム）
深川 陽平
金谷 敏行
小暮 喜代志
MS 京都府1
1
3CB
0:50:17
3
3BA
0:46:04
1
3AC 0:44:58
2:21:19
(3261)
0:50:17
5
1:36:21
1
2:21:19
永瀬
真一
平山
友啓
白川
努
MS 大阪府1
12
3AC 1:17:58
6 3CB 1:04:40
5 3BA 1:28:12
3:50:50
(3271)
1:17:58 16
2:22:38 11
3:50:50

1
1
6
12

MV（出走19チーム）

1

MV 大阪府1
2:24:28
(6271)

MV 大阪府3
DISQ
(6273)

井上 仁
5C 0:52:51
0:52:51
北川 達也
5C 1:16:20
1:16:20

山根 祥延
6
5A 0:45:41
10
1:38:32
石原 孝彦
14
5B 1:18:11
15
2:34:31

辻村 歩
3
5B 0:45:56
1
2:24:28
寺田 保
16
5A DISQ
15

上田 俊雄
8C 0:35:43
0:35:43
村橋 和彦
8B DISQ

高橋 厚
2
8A 1:00:51
2
1:36:34
澤地 實
8A 0:49:54

児玉 拓
9
8B 0:42:11
4
2:18:45
前田 春正
5
8C 0:59:19

1
1

XV（出走13チーム）

XV 東京都1
1
2:18:45
(7131)

XV 大阪府1
DISQ
(7271)
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5
1

2015/11/15 平成27年愛知ＯＬＣ大会 in春日井市少年自然の家
MV（出走20名）
2.6km ↑250m
1 新家 秀男
0:39:56 中京OC
2 鵜飼 須彦
0:41:05 OLCルーパー
3 内藤 ヒロオ
0:43:34 三河OLC
6 村橋 和彦
0:47:25 ＫＯＬＡ
114.2% 110.7%

13.1%

2015/11/21 パークOツアーin関西2015京都大会 in Sunshine Hills4 太陽が丘
M35（出走10名）
2.1km ↑85m
1 平山 友啓
0:15:15 ＫＯＬＡ
96.7%
95.5%
7.3%
2 福田 雅秀
0:15:23 川越OLC
M35 平山優勝
3 上田 浩嗣
0:16:40 四日市市
5 永瀬 真一
0:17:06 ＫＯＬＡ
108.5% 101.5% 12.0%
M65（出走20名）
1.7km ↑70m
1 鹿野 勘次
0:17:28 岐阜OLC
2 山本 博司
0:18:25 千葉OLK
3 河村 健二
0:18:29 三河OLC
6 前田 春正
0:22:17 ＫＯＬＡ
123.0% 118.0% 18.0%
8 村橋 和彦
0:23:51 ＫＯＬＡ
131.6% 116.0% 24.3%
スコアＬ（出走62名） 制限時間30分
1 築地 孝和
720点
2 福井 直樹
700点
3 伊藤 陵
680点
20 平山 友啓
520点
30 永瀬 真一
470点
スコアM（出走15名） 制限時間20分
1 大野 真由莉
270点
2 坂田 雄一郎
270点
3 井上 善博
190点
11 村橋 和彦
80点
15 前田 春正
-60点
2015/11/22 第４回全日本ミドルディスタンスオリエンテーリング大会 in 再度公園
M30Ａ（出走6名）
2.4km ↑200m
1 藤生 孝志
0:26:04 緑外会
M30A 平山３位入賞
2 福田 雅秀
0:27:08 川越OLC
3 平山 友啓
0:31:41 ＫＯＬＡ
112.0% 100.1% 14.7%
M50Ａ（出走32名）
2.3km ↑170m
1 井上 仁
0:28:38 OLCレオ
2 佐藤 信彦
0:29:06 サン・スーシ
3 小泉 辰喜
0:29:53 東京OLクラブ
15 横田 実
0:41:07 ＫＯＬＡ
140.8% 141.2% 18.3%
M60Ａ（出走20名）
2.2km ↑150m
1 土屋 晴彦
0:28:38 愛知OLC
2 Esa Turrunen
0:29:06 Lapin Veikot
3 平島 俊次
0:29:53 京都OLC
15 前田 春正
0:52:28 ＫＯＬＡ
179.6% 167.0% 23.6%
18 村橋 和彦
1:05:24 ＫＯＬＡ
223.9% 145.8% 47.6%
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報告

第 4 回全日本ミドルディスタンスオリエンテーリング大会

横田実

平成 27 年 11 月 22 日 兵庫県 再度山公園
ぐに横の地形に入り込んでしま
再度山公園は 2006 年全日本
表彰式で
うような感じ。
表彰式もスピーディーに行わ
リレーオリエンテーリング
れました。特に若手の表彰は、こ
大会で使用したテレイン。し
れからのオリエンテーリング界
かし、2012 年に六甲山森林
のためには大切ですね。
整備戦略が策定され、官民一
体となった森林の手入れが
行われていて山の状況は良
くなっている様子。
定期的な手入れ
会場内にある「こうべ森の学
校」により、毎週定期的に森の手
入れ、森の育成が行われ、明るく
見通しが良くなってきた再度山。
今回は、そのテレインを使っての
全日本ミドル大会です。
今回は、関西マスターズスポー
ツフェスティバル 2015 も兼ねて
いました。

微地形が入り交じったテレイン
テレイン内は、砂防ダムも多く
あり沢の微地形が多く、細かい地
図読みが要求されます。
主なテレインである西部分か
ら後半に向かう東部分渡るとき
に、会場横を抜けるビジュアルを
設けてあり、視覚的にも楽しめる
コースを組んでくれていました。

細かいレッグの連続
ミドル大会と言うことで、僕の
参加したＭ５０Ａではロングレ
ッグもなく、ショートレッグの連
続のようなコントロール配置。距
離は短いものの、微地形に惑わさ
れることも多く、きちんと沢と尾
根を確認しながら進まないと、す

orienteering magazine 2011.10
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第 31 回ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会 Ver.2
【主
【後

（2015 年 11 月 26 日 修正版）
催】岸和田オリエンテーリング協会（ＫＯＬＡ）
援】大阪府オリエンテーリング協会

【日

時】2016 年 1 月 3 日（日）

雨天決行、荒天中止

【集合場所】舞洲緑地（バス停より、テープ誘導予定）
※詳細はプログラムで公開します。
JR 環状線、西九条駅下車
市営バスに乗換え
８１系統 舞洲スポーツアイランド行に乗車し（35 分）
舞洲中央バス停下車
JR 環状線、西九条駅で JR ゆめ咲線へ乗換え桜島駅下車
アクティブバスに乗車し（15 分）
ベースボールスタジアム前下車
大阪市営地下鉄コスモスクェア駅下車
コスモドリームバスに乗車し（18 分）
ベースボールスタジアム前下車
車の場合 テニス・野球場駐車場を推奨予定
【受

付】9 時 45 分～10 時 15 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】ポイント－Ｏ
【パンチ器具】EMIT の E カード使用
【地

図】ＫＯＬＡ作成「舞洲スポーツアイランド」（JSSOM 準拠）プリンタ出力
縮尺：1/5,000 等高線間隔 2m 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）
たそがれ大会
新春大会
W35（女子 35 歳以上）、
開催年
(2006年まではナイト)
ＭＡクラス
ＷＡクラス
ＭＡクラス
ＷＡクラス
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
2006 小林 康浩 加納 尚子
梅本 匠
林 加奈
M65（男子 65 歳以上）
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
2009 野本 圭介 北川 仁美 西田 陽一 吉田 蛍子
W15（女子中学生以下)
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
2011 和久田 好秀 鳥羽 都子 福田 雄希 岡部 悦子
WB（女子中級者・当日申込可能） 2012 結城 克哉 間中 千尋 石黒 文康 青柳 紀子
2013 福井 直樹 野澤 麻乃 松下 睦生 関谷 麻里絵
N (初心者・当日申込可)
2014 倉本 竜太
藤原 愛
板谷 智史 上良 智子
OM（男子当日申込）
2015 松澤 俊行 木村 史依 瀬尾 峻汰 戸谷 みのり
永年招待者
佐藤 政明
OW（女子当日申込）

KOLA杯歴代獲得者リスト
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【優勝設定時間】１５～２０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は表彰対象外です。）
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

【参加費】

…1300 円［マイカード使用者は 300 円割引］
高校生以下、Ｎクラス…500 円［Ｅカードレンタル料込み］
・当日申込者 …1800 円［マイカードは使用できません］
高校生以下、Ｎクラス…600 円［Ｅカードレンタル料込み］

・事前申込者

【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】
ウェブサイト → http://www63.tok2.com/home2/kola/
【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（キシワタ゛オリエンテ－リンク゛キヨウカイ）
・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
[以下の(1)～(10)を振り込みの場合はメールで、振替用紙の場合は通信欄でお知らせください]
（１）参加希望クラス
（２）氏名（ふりがな）
（３）郵便番号・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) お楽しみレース参加の有無
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【申込〆切】

２０１５年１２月１８日（金） 必着
※ １２月１８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 ※
２０１５年１２月１９日のパークＯ関西 大阪大会で最終の申込受付を行います。

【参加招待】
・たそがれＯ新人特別表彰者、ＫＯＬＡ杯獲得者、2000 年新春大会ミレニアム企画永久無料券獲得者
として、以下の７名を無料招待します。
松澤俊行さん、木村史依さん、瀬尾峻汰さん、戸谷みのりさん、深田耕司さん、 野中瑞穂さん、佐藤政明さん
・無料招待の方も、事前申込（(1)～(10)を E-mail、葉書または 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
【その他】
・プログラムの送付は行いません。
１２月２８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。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

参加クラス 性別

名前

Eカード番号 生年月日

ふりがな

所属クラブ または 学校

郵便番号

メールアドレス
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住所

電話番号

お楽しみレースの参加希望
（有の場合は、○）

ＯＬカレンダー
年月日

大会名ほか

場所

12月18日

[JOA]対話集会＜要項＞

東京.品川区

12月19日

パークO関西2015・大阪大会

大阪.大阪

12/19 -20 ナヴィゲーション・インストラクタ(仮称)研修会

埼玉.飯能

12月20日

第2回フォトロゲイニング湘南平塚

神奈川.平塚

12月20日

希望ヶ丘竜王山ロゲイニング

京都.野洲ほか

12月20日

第5回鎌倉観光フォトロゲイニング

神奈川.鎌倉

12月20日

関東・北東・北信越学連ミドルセレクション

栃木.矢板

12月23日

スキーO初心者体験会inルスツリゾート

北海道.留寿都村

12/25 -27 第１回アジアジュニア＆ユース選手権

香港

12/25 -27 スキーO初心者講習会in蔵王ライザ

山形.上山

12月26日

阪大大会2015

大阪.吹田

12月27日

第68回上尾OLクラブ大会in桶川城山公園

埼玉.桶川

12月27日

東海学連ミドルセレクション＜要項＞

静岡.富士

12/28 -30 トータスジュニア合宿2015＜要項＞

栃木.日光

1月2日

第32回七福神OL大会

東京.青梅

1月3日

第31回KOLA新春OL大会

大阪.大阪

2016/1/9 -1[JOA]第1回強化合宿＜要項＞

埼玉.熊谷

1月9日

第24回横浜OLクラブ大会

神奈川.愛川町

1月9日

奥武蔵マウンテンO大会＜リンク先訂正＞

埼玉.日高

1月10日

水戸市七ツ洞公園大会＜リンク先訂正＞

茨城.水戸

1月10日

第3回お父さん杯

埼玉.入間

1月10日

第34回サン・スーシ大会

神奈川.秦野

1月11日

関東パークO大会in金沢海の公園

神奈川.横浜

1月11日

[NG]第2回千葉市ロゲイニング

千葉.千葉

1月16日

[NG]ロゲイニング大御所シリ－ズ日光大会

栃木.日光

1月17日

初中級者向け基本技術教室兼練習会(地図読み・思考技術編)

岡山.倉敷

1月17日

スノーゲイン北海道2016inルスツリゾート

北海道.留寿都村

1月17日

スキーO初心者体験会inルスツリゾート

北海道.留寿都村

1月17日

光が丘フォトO練習会＜要項＞

東京.練馬区

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
１月３日の新春大会。今回は、舞洲での開催です。オリエンテーリングの開催の成功を一番担うのは、
なんといって天気。これだけは、人知ではどうにもなりません。今回も青空会場ですので、寒さ対策も
各自でお願いします。
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