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インカレ報告 

平山 友啓 

３月９日～１１日にかけて愛知県作手村で催されたインカレに行ってき

ました。他の市大生は車で行くことになっていましたが､僕と白川君は開会

式に出るため（正確には受付を済ますため）、１８切符を使って電車で行く

ことになりました。９日は前日に降った

雪で滋賀県に入ったあたりから一面銀

世界となっていましたが、この影響で名

阪国道が一部通行止めになり、車で行っ

た面々は難儀をしたようでした。こっち

でも、踏切で障害物を感知して非常停止

装置が働いたとかで電車が遅れていま

した。（遠出をするとなると何かいつも

トラブルに見舞われているような気が

するのは気のせいだろうか？）開会式に

出た後、三谷温泉にある宿舎に向かった

わけですが､この宿舎がなかなかきれいな建物で、それに加えて部屋から見

える海もきれいでした。 

 

翌日、バスの運転手さんが道を間違えてしまうハプニングがあるも無事に

会場に到着し、併設クラスを走る僕は、受付で SI カードを受け取ってスタ

ートに向かいました。スタート後、コース全体を眺めてレッグ上に道が少な

いことがわかり、地図をよく見るように心がけながら走っていましたが､④

→⑤のところで慎重に行こうと思いながらも別の尾根に乗ってしまい、二、

三分ほどロスしてしまいました。それ以外は順調にオリエンができ、4650

ｍで４０分、成績も５位という結果でした。しかし、トップが３７分で帰っ

てきており、④→⑤のミスがなければ表彰台も見えていただけに、このミス

 



は痛かったです。翌日はリレーで、学内セレを通過した僕は選手権クラスを

走りました。リレーでは過去の経験から一走の方が相性がいいので、前回に

続いて今回も一走を走らせてもらいました。 

 

目標は、距離が 6150～6300ｍで、ウィニングが５５分となっていたので、

トップから 15 分以内、貯金を 20 分以上としました。(ウム回避のための一

人のもち時間が９０分です。)レースでは、前半は非常に緊迫したものとな

りました。スタートからしばらくは団子状態でしたが､道から①へ向かうあ

たりからどんどんと人が減ってきて、①に着いた時には、ゼッケン番号が

011 や 031 のゼッケン番号の若い人ばかりで、いわゆるトップ集団に加わっ

ていました。この時、331 のゼッケン番号を付けた僕はなぜか場違いなとこ

ろにいるような気がして、妙に恥ずかしかったです。このトップ集団に何と

か⑥まで着いて行き、（第一中間では、なんと５位！！）、⑦、⑧で早稲田（優

勝チーム）の人と僕のコースが一緒だったようで、パック状態になりながら

進んでいましたが､⑧→⑨のロングレッグで離されてしまい、この時点から

順位を落としていきました。この後、集中力が切れてミスを連発したことも

あり､最終的には１３位で二走にタッチしました。６１分で帰ってきたので、

約３０分の貯金を作ることができましたが、これで数年ぶりの悲願のウム回

避が現実味を帯びてきました。二走から四走の人は、３回生と４回生で、前

回も選手権クラスを走っており、距離から考えても９０分以内で帰ってくる

ことは十分可能であると考えていましたが､三人ともみんなの期待にこたえ

て９０分前後でゴール、見事ウム回避、完走を達成できました。１８位でフ

ィニッシュできたので、来年のゼッケン番号の若返りも図れました。 

今回、ウム回避を達成することができたので、来年のウム回避は最低限の

目標として、さらに順位を上げ関西で２番目（京大にはさすがに勝てない？）

に入れるようにしたいですね。 



全日本大会参加メモ 
 

永瀬 

 

 

保さん、村橋さん、前田さんは、往復、飛行機だ

ったようですが、私は少し変わったルートで行き来し

ました。（行けるかどうか流動的だったため、キャンセ

ルした際のロスが少ないＪＲを選択し、さらに(かなり)

変化をつけました。） 

 

３／２２(金) 

 会社から帰宅後、あわただしく夕

食＆シャワーを済ませ、２２時頃、家

を出る。東岸和田２２：１４の「関空・

紀州路快速」に乗り、大阪駅へ（２２：

５４着）。 

 ここから、急行「きたぐに」に乗って

寝ている間に、新潟へ向かいます。

安く済ますには、自由席（座席）です

が、少し贅沢に、Ｂ寝台車の下段を

選びました。３段式の寝台車なので、

座ると頭がつかえるですが、下段の

場合、窓際は、上がいくらか空いて

いて、背の高い私でも、なんとか頭が

つかえることなく座ることができるのは

ラッキーでした。おかげで、お酒（梅の

実が入っている梅酒）もおいしく飲め、

その後、ぐっすりと眠ることができた。 

 

３／２３（土） 

  ６：０３着の直江津の手前で目を覚

ます。直江津では、１８分停車だった

ので、その時間を利用して、キオスク

で、おにぎりと新聞を購入する。おに

ぎりは「おかか」「梅干し」「こんぶ」という基本的なもの

を買いたいのに、なぜか、「カニ飯」「ラーメン味」とあ

まり好きではない「ツナ」しかなく、「カニ飯」を選ぶ。

おにぎりを食べた後は、もう一眠りし、新潟８：３０着。 

 ９：０２発の特急「いなほ」に乗って、余目へ（１１：０３

着）。ここから東北を横断する。陸羽西線の快速「最

上川」で新庄へ（１１：４８着）。新庄では、山形新幹線

のホームで駅弁を入手し、陸羽東線に乗り継ぎ、鳴

子温泉へ（１３：０１着）。ここで、途中下車する。 



 まず、温泉街を通り抜け、車窓からは一

瞬だけ垣間見た鳴子峡に向かう。１０数分

かけて、入口にたどり着くと、なんと冬季は

閉鎖されていて、散策することはできずその

まま引き返す羽目に。（私の直後に、学生

のカップルもきた。） しかたなく、一度、駅

に戻り、温泉をめざす。多数ある旅館の日

帰り湯、共同湯のなかから、昭和２３年に早

大生が掘り当てたという早稲田桟敷湯を選

びました。今年のインカレは、早大が優勝し

たようなので、それにあやかっておこうと理

由付けをしました。（硫黄泉をさけたというのもあり） 

インカレ速報（http://www.orienteering.com/̃ic2000/）より 
 

◇リレー選手権 成績速報 
 

順位 大学名      選手名 年 タイム  総合順位 
    ゼッケンNo.        パターン 同走順内順位 

ME 
1早稲田大 西村 秀生4 0:55:41 3 安井真人4 1:45:46 3 大塚友一4 2:39:51 3 紺野俊介4 3:24:55 1 

     ０１             ME-AY  3      ME-BY  2      ME-DX  4      ME-CX  1 

2京都大学 大北 洋平4 0:52:45 2 許田重治3 1:42:52 1 西尾信寛2 2:37:38 1 西村宏久4 3:30:57 2 

     ０４             ME-DX  2      ME-BX  3      ME-AY  5      ME-CY  5 

3筑波大学 佐々木良宜2 0:51:19 1 小泉成行3 1:43:04 2 野口貴志4 2:38:55 2 増田佑輔3 3:31:13 3 

     ０３             ME-AX  1      ME-BX  4      ME-DY  6      ME-CY  3 

 

18大阪市大 平山 友啓3 1:01:43 13 上野 信4 2:34:24 20 林 宏樹3 4:00:16 18傳道政男4 5:31:50 18 

     ３３             ME-AX  13     ME-CX   24      ME-DY  18      ME-BY  18 

 

◇個人戦速報（併設クラス） 

MA2  (94) 4.650 km   8 C                           
1 鈴木 陽介 京都大学     37:25  

2 岩本 育弘 東京大学     38:18  
3 高木 剛   東北大学     38:22  

4 秋山 亮   北海道大学   39:00  
5 平山 友啓 大阪市立大学 40:12  

M40A  (38) 4.000 km   8 C                           
 1 古澤ヒロシ つるまいOLC  35:55  

 2 尾上 秀雄  サン・スーシ 36:52  
 3 小幡 昭次  三河OLC     37:20  

 
12 前田 春正  KOLA        48:16 

 

 温泉に入った後は、駅に戻り、再び、列車に乗り、小牛田へ。ここで、東北線に乗

り換え、仙台駅で下車（１６：４３着）し、１０分歩いて、ホテルへ。部屋に入り、何気な

くＴＶをつけると、広島で地震があったことを報じている。念のため、家に電話し、大

阪では、問題がないことを確認し、安心する。その後、もう一度、駅へ向かい、地下

街の食堂を品定めし、結局、政宗辨當なる駅弁を購入してホテルで食べました。（２

段重ねで、仙台周辺の名物～笹かまぼこ、仙台長なす漬、仙台みその焼きむすび

など～が少しずつ入って、とても良かった。） 

 

３／２５（日）全日本当日 

 当日は、６：００起床。ホテルをチェックアウトして、駅へ。仙台７：２８発の利府行き

で、利府へ。（７：４３着）臨時バスに乗って、会場の、宮城県総合運動公園へ。ここ

は、今年の国体の会場らしい。ここで、豊中ＯＬＣの岩井さんに合流。スタートまで、



余裕があるので、スエットショ

ップジャパンで、レガースを購

入する。（１０００円割引券を配

布していたのを活用） デフを

写していると、一部のクラスで、

コントロール番号、特徴物の

修正がある。再度の修正があ

ったりして、これが、一部クラ

スが不成立になった前兆だっ

たようだ。 

 スタートへは、ちょうど前田さ

んと一緒になる。 

レースの方は、５→６がすべてでした。

東南東にのびる沢から東へ延びる沢へ入

っていくところで、手前の北東への沢に入

ってしまい、図中、破線で示した楕円部分

の沢という沢を探しまわってしまいました。（地図で表現しきれない小さい沢も多かっ

た）尾根を切り気味に北東への沢に入ってしまい、そのとき沢の方角を確認しなかっ

たのがミスの要因。さらに、悩んでいる際に、周囲で、設置ミス？、コントロール番号

が違う？などの未確認情報の話が、そこかしこでされており、それに引きずられて、

冷静に、リロケートできずに、ミスを広げてしまったのが反省点。（５→６のタイム28’

54”） 矢印で示した小径を東にたどり、主要道まででていればすぐにリロケートでき

ていたはずである。 

ここ以外の部分は、それなりに気持ちよく走る（歩く）ことができました。でも、地図

は、全クラス１：１００００の方が良かったなあ。（公園部分は読みとりにくかった） 

 ゴール後は、Ｏ－マガジンの更新手続きをし、昼食を急いで食べて、早々に撤収

し、最初の臨時バスで、会場を後にする。 

利府駅に戻り、１３：１１発の岩切行きを手始めに、

岩切、仙台（※）、福島、郡山と各駅列車を乗り継い

で、新白河駅へ。（１６：５８着）。 

 ※岩切～仙台では、村橋さん、豊中ＯＬＣ御勢さ

ん、四宮さん、岩井さんと一緒 

 新白河駅では、少し時間があったので、改札をで

て、駅前をウオッチング。ラーメン屋さんが２軒あり、それぞれ「手打ち」「ごまラーメ

ン」を売りにしている。「手打ち」の方に入ったが、残念ながら私の好みにあわなかっ

た。（麺にこしがなかった。）「ごまラーメンのほうはどうだったのか気になる。 

 新白河からは、新幹線で、なすの２６０号で東京へ。（１９：２４着） ひかり２６１号に

乗り継ぎ、新大阪に２２：３９着。ここからは、２３：４６発の紀伊田辺行きの電車（昔の

新宮行き魚釣り列車の名残）に乗り、東岸和田２３：３２着で、日付が変わらないうち

に家に帰ることができました。 

 当初の予定は、東京～大阪を臨時の夜行列車サンライズゆめ広島行き（東京２２：

１０→大阪５：１９）で帰り、仙台～東京はもっとのんびりといした行程を予定していた

のですが、仕事の関係で、割愛せざるを得ませんでした。しかし、OLも前後の旅も

楽しめ、有意義な２泊３日でした。、 

Ｍ２１ＡＳ 
 １ 落合公也 34 OLCルーパー  1:06:49 

 ２ 遠藤太郎 30 京葉OLクラブ  1:07:01 

 ３ 夏目保雄 30 京葉OLクラブ  1:13:51 
15永瀬真一 32 岸和田OL協会 1:32:30 



初めてのサッカー観戦記

1993年に旗揚げしたJリーグ、もうひとつ盛り上がりに欠けじり貧状態。

かく言う私も競技場に行ったことが無い。

これではサッカーファンとは言えないのではと遅ればせながら、我等がガンバ犬阪の

ホーム開幕戦を見て来ました。

3月17日午後7時開始、この寒いのにナイター、おまけに予報では雨。

しかも夜には強くなるとの事、チケットを買っているので、やめる訳にもいかず取り

敢えず万博競技場へ、土曜日の午後なのでこれといった渋滞も無く4時頃到着。

ホーム開幕戦ということで小雨の中かなりの人が並んでいる、サポーター席、バック

スタンド席、メインスタンド席と、全部合わせると500人くらいか?

仕方がないので傘をさして列の後ろへ、待つこと１時間。５時開門、順序よく入場。

できるだけ雨がかからない席を探すも屋根が無いのだから無理と判断。

BOX席の屋根がはみ出していて少しは雨を防げるかなと思われる席が僅かにある、そ

こを何とか確保。

でもここからの2時間が長いのではとピッチに目を向けると少年サッカーの試合を前

座でやっている、プロの選手と同じ広さのピッチで小学生が走り回っている。

可愛くて微笑ましい光景ではあるが、兎に角寒い。

前列に座った人がどこかで調達してきた熱燗を飲み始めた、私も嫌いなほうで無いの

で匂いがたまらない、でも車で来ているので飲む訳にはいかない。

娘が「お父さんも飲んでもいいよ、帰りは私が運転するから」と言ってくれるが私に

はそのほうが怖い。

しばらくするとチャンネルＧという場内生中継、クイズやら去年のガンバのよい場面

をアストロビジョンに写し出す。

簡単なクイズで賞晶がもらえる、雨を防ぐためにと上のほうに陣取ったのを悔やむ。

7時5分キックオフ、押し気味に試合は進むも残り1分マリノスの聞いたことも無い選

手に先制点を奪われ前半終了。

15分のハーフタイムがあって、後半戦のスタート、開始15分後1点を返すも直後にオ

ウンゴールで2-1とリードされる、オウンゴールが入った瞬間スタンドは落胆し、そ

のつぎに怒声、騒然となる。

しかし26分、28分と立て続けにブーレが得点。

かなり上の方で見ていたので選手の顔は分からないが、やはり生で見るのは迫力が違

う、ハマリそうである。

見事3-2でガンバの勝ち、ふるえながら応援した甲斐があった、帰って勝利の美酒に

酔う。

totoは3試合を外して残念な結果に終わる。

えす・えぬ



第３回　全国一斉オリエンテーリング大会

＜大阪大会＞

“歩く”“走る”“歩く”体の全機能をつかい、大自然にいどむスポーツ「オリエンテーリング」

大会にあなたも参加してみませんか？。もちろん初めての方でも大丈夫。楽しく参加できるように

会場でインストラクターが説明も行います。又、今回は、大阪府の北部、中部、南部と３ヶ所で開

催します。皆さんの近くでエントリーして下さい。もちろん、ご家族連れでのご参加もお待ちして

おります。

【日時】　平成13年6月3日(日)9:30～10:30受付(雨天決行)

フリーポイントOLポイントOLポイントOL競技方法

南海本線春木駅下車

南東へ徒歩１０分

兵主神社前交番よりテー

プ誘導

JR・地下鉄森ノ宮駅下車

徒歩２分青色テープ誘導

有り

北大阪急行・緑地公園駅

下車

徒歩5分テープ誘導有り

場所

中央公園内森ノ宮駅すぐ噴水前公園内

レストハウス前広場

受付

岸和田市中央公園

(岸和田市)

大阪城公園

(大阪市中央区)

服部緑地公園
（豊中市）

会場

南部地区中部地区北部地区

【申込み方法】　氏名、クラス、連絡先を各申込み先までFax、ハガキのいずれかで

　　　　　　　　お申し込みください。5月18日(金)の締切りです。

【参加料】

・個人事前申し込み1人500円(小中学生200円)当日申込１００円増

・グループ(2～5人)事前申し込み1人300円(中学生以下1人200円)当申し込み５０円増

・未就学児は無料です。

　　　　※参加費は、地図代、傷害保険料、ドリンク代等に充当します。

　　　　　参加費は、郵便振込みにて納めていただきます。

【クラス】

　　①個人男性　　　　　中学生以上の男の方

　　②個人女性　　　　　中学生以上の女の方

　　③一般グループ　　　（④⑤以外のグループ）

　　④少年少女グループ　小学生～中学生の男女

　　⑤家族グループ　　　小学３年生以下を含む家族２～５人



　　　　　※　　グルーブでのお申し込みは2～5名で構成して下さい。　　※

【主催】　　社団法人日本オリエンテーリング協会

【共催】　　大阪府オリエンテーリング委員会、健康・体力つくり運動大阪推進会議

【後援】　　文部科学省、総務省、厚生労働省、環境省、大阪府、

　　　　　　大阪府教育委員会、豊中市、豊中市教育委員会、岸和田市、

　　　　　　岸和田市教育委員会、(財)大阪府青少年活動財団、(財)21世紀協会、

　　　　　　(財)大阪オリンピック招致委員会

【申し込み方法と申し込み締め切り】

　　１．郵便局備え付けの振込用紙通信欄に

　　　　　・参加者の住所

　　　　　・氏名

　　　　　・年令(平成14年3月31日までに到達する年齢）

　　　　　・参加希望クラスの番号

　　　　　・連絡先電話番号

　　　　をご記入の上、お振込みして下さい。

　　　　団体申し込み可。(当日受付も可、ただし５０～１００円高くなります。)

　　２．参加費は、郵便振込みにて事前に納めていただきます。

　　３．締め切り事前申込みは、5月18日(金)までのお振込みとさせていただき

　　　　ます。

【特典】

　　　参加された方全員に、ドリンクがあります。

　　　また、各クラス１位、２位、３位に賞状を贈呈し、表彰します。

【参加上の注意など】

　１．服装、履物及び携行品

　　　　　運動に適した服装、靴、コンパス、着替え、筆記具、タオル、ゴミ袋、

　　　　　時計、天候によっては雨具、また、その他必要と思われるもの。

　２．留意事項

　　　①　いかなる事情においても納められた参加料は、お返しできません。

　　　②　体調の悪いときは、決して無理をして参加しないこと。

　　　③　参加者が自分自身あるいは他へ与えた事故、損傷、損壊などについては、

　　　　　主催者は、一切の責任を負いません。

　　　④　会場は、禁煙です。

　　　⑤　自分で出したゴミは、各自お持ち帰り下さい。

　　　⑥　コンパス（方位磁石）をお持ちでない方は、当日お貸しいたします。

　　　　　お申込みの際にご記入下さい。

　　　⑦　この大会は『オリエンテーリング１００キロコンペ』の対象です。





 神於山パーマネントコースの現状を調査しました。だいぶ、開発で変わっていま

す。「とんぼ池公園」を新たに作成したので、それをもとに、今後作り直していきま

す。現在は、廃止ではなく『休止』ということで、大阪府オリエンテーリング委員会

には届けを出しています。  



４月の予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　８日（日）　橋本大会　＆　総会　　　　　　　　　　　　

　２６日（木）　編集＆運営会議　２０：００　ＫＯＬＡハウス

Ａｉｍｉｎｇ

宮城県での全日本大会。残念ながら、不成立が出てしまいましたね。参加者も６００

名程度でちょっと寂しいですね。東北は、やっぱり遠いかな？。今年度の京都は僕も

行けそうだけど…。大きな大会ですが、もっとＪＯＡが組織としてきちんとバックア

ップしないと困るんだけどなあ。全国一斉大会も、趣旨を拡大解釈して、大阪は同日

３会場にしたんだけど、どうかなぁ。もっとみんなでＯＬを楽しもうね。


