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大阪府民オリエンテーリング大会 第２戦
2007 年 11 月 4 日

万博記念公園
万博で行われた大阪府民大会第２戦。この
大会は、例年の府民大会の意味合いよりも、
３月に行われる全日本大会のための運営
確認という、例年にもまして重要な位置づ
けで行われました。ＫＯＬＡは、主にフィ
ニッシュを担当。今回は、スタッフ用にと
ＫＯＬＡビブスを利用したため、ＫＯＬＡ
メンバーが増殖した感じでしたね。

天気も良く、参加者は１００名を超えて参加
者には楽しんでもらえたのではないでしょ
うか。

最初は初心者教室を行い、午後から
競技開始。公園内ですが、ＡＳのよ
うにショートレッグでの微妙な位
置取りもあり、楽しめる物だったの
ではないでしょうか。
家族連れも多数参加。公園Ｏならで
はの安心感で、楽しんでいたようで
す。
詳しくは、大阪府オリエンテーリング協会のサイトをご覧ください。

第１６回全日本リレーオリエンテーリング選手権大会参加記
永瀬
１０月７日、全日本リレーオリエンテーリング選手権大会が加賀海岸で開催されました。
大阪府は、選手権クラス１２チーム＋一般併設３チームで参加し、総合５位（ＭＥ８位、Ｗ
Ｅ４位、ＭＳ５位、ＷＳ６位、ＭＪ４位、ＷＪ優勝、ＭＶ準優勝、ＷＶ３位、ＭＶ５位）でした。
写真は、http://www63.tok2.com/home2/kola/fu/zennihon-relay/2007/relay2007.htmで
みることができます。
１．前日
多くの参加者が東尋坊パークＯも参加したようですが、私自身は、前日のスケジュー
ルも勘案し、無理せずパスしました。本当は、午後からのモデルイベントにじっくり取り
組むという意図もありましたが、残念ながら諸事情でモデルイベントが中止になり、の
んびりプランとなりました。
9:15に出発、幸いお祭りを回避し、まずは吹田の二人をピックアップすべく、吹田ＳＡ
に向かいました。最初は、堺〜阪神高速〜豊中ＩＣ〜名神を考えていましたが、渋滞情
報、堺から環状線まで１時間近く、環状線から豊中まで１時間（火災のため１車線規制
あり）をキャッチし、助松ＩＣ〜阪神高速湾岸線〜尼崎末広〜一般道〜尼崎〜名神へと
迂回しました。こちらのルートは混雑もなく、10:30には吹田ＳＡに到着しました。
吹田ＳＡからは、名神が少し混雑していたり、賤ヶ岳ＳＡのレストランがとても混んでい
たりしましたが、順調にＩＣにたどり着きました。開会式まで時間あるので立入禁止（テレ
イン）沿いの道をたどって、片野海岸（テレインの北西側）に立ち寄りました。幸い駐車
スペースもありました。（サーファーの方がそれなりにいらっしゃいました。） テレインを
遠望し、ほんの少しテレインを知ったつもりになりました。さらに、テレインと反対側に伸
びる片野海岸自然遊歩道を少し歩き、やぶめ松林をながめました。この後、遊歩道か
ら戻る際にすれ違った集団は、観光という雰囲気ではないなと感じましたが、駐車場に
戻れば、ミニフラグを吊した愛知ナンバーの車が駐まっていて、同業者だったようです。
この後は、開会式会場であるセミナーハウスあいりすに、開会式に参加しました。テ
クニカルミーティングでは、コース地図印刷後、松くい虫の防除作業で、新たな伐採、
轍ができたので、再調査し修正（コントロール位置はそのまま）し、地図を再印刷（１週
間前）したが、さらに新たな伐採、轍ができている（地図への反映なし）、コントロールに
よっては特徴物も消滅（行けば、コントロールフラッグが見える）など、重要かつショッキ
ングな情報が提供されました。
開会式終了後は、加賀温泉駅により、前田さんをピックアップしました。この後、大会
会場に向かいかけましたが、方角がおかしいことに気づき、確認すると、カーナビに、
宿を目的地としてセットすることを忘れていました。 大阪府チームの宿は「料理民宿
志麻」。
夕食の後は、明日に備えしっかりミーティング（加賀海岸対策レクチャー、各チーム
自己紹介）がありました。さらに、全日本大会運営メンバーは、全日本大会運営につい
ての打ち合わせをしました。私は、ここで力尽き、早々に布団に潜り込みましたが、他
の皆さんは、東尋坊パークOの振り返り、加賀海岸の地図読みと話がつきないようでし
た。

２．全日本リレー当日
宿を８：００に出発。宿から会場へのルート上には、コンビニはなさそうということで、各
クルマ思い思いにコンビニを目指します。当車がカーナビで選んだ１軒目、閉店してまし
た。２軒目、ファミリーマートのはずが、ポプラに替わっていた。駐車場もとても狭いところ
でしたが、ここで昼食を調達。ここまで、来たことで、会場を目指すルートは変わり、その
後、コンビニはたくさん遭遇しました。
会場では、大阪ＯＬＣのタープとＫＯＬＡのテントで、陣取りしていました。大阪府は、代
表１２チーム（唯一の全クラス参加）、一般併設３チームの参加です。
10:30にＭＥ、ＷＥがスタートした後、10:40がＭＳ、ＷＳ、ＭＪ、ＷＪのスタート。私はＭＳ
第３チームでの出走です。
Ｓ→１：スタート後の誘導では、序盤のコースチェックと１番までのルートをじっくりし
ていたら、スタートフラッグでは、ほとんど最後尾でした。１番までは道〜オー
プン〜小道とたどり、ピークの東側のオープンを目指します。最初のオープン
(西側は立ち入り禁止)から次の小道がわかりにくいようで、何人かがオーバ
ランし、戻ってきたところに追いつき、こちらはすんなりと進めました。コントロ
ール周りでもキョロキョロ探している人がいましたが、こちらはイメージ通りコ
ントロールに到達しました。
１→２：松食い虫対策で伐採されたまっすぐ伸びるオープンをたどってすんなり到達。
２→３：３番も、引き続き、まっすぐのオープンをたどり、現在地にイメージも十分でき、
右側の凹地のコントロールに到達。このあたりまでは、後方集団の流れに乗
っていました。
３→４：このあたりで集団から脱落し、一人旅です。
４→５：南西から北東に伸びるオープンをたどり、はっきりした北西から南東
に小道の手前にオープンから見える南西から北東に長いコブの向こう
側うぃイメージ。ところが、手前に北東から南西に伸びるオープン
（地図にない）があり、さらに手前から小道と判断してしまい、ウロ
ウロしてしまう。ここでロスは３分強
５→６：５でのミスを反省し、しっかり地形を確認して沢からアタック。このあたりか
ら、しばらくペースダウン
６→７：小道沿いの植生は地図通りで、ヤブの手前から尾根に登って、その南
東の凹地にアタック
７→８：北東に伸びる小道まででるのに少々手間取る（植生が悪いところを辿ってし
まった。）その後、尾根をたどり、コントロールのある沢へ降りる。
８→９：すんなりと。（でも、相対的にラップは良くない）
９→10：小道を辿り、（途中、６〜７に向かうＭＳランナーをみて、そんなに遅いわけ
ではないと一安心。） 沢からアタック。
10→11：植生の悪い部分をさけるように主要道にでて、主要道経由でコントロ
ールへ。ここが給水。
11→12：地図にないオープンが点在してとまどうも、地図のイメージと地形の
対比ができたので、ゆっくりながら自身をもって直進。コントロール
の向こう側の北東から南西に延びる細長いピークと手前のコブを確認
して、イメージ通りコントロールへ
12→13：ワッフル地形を堪能しながら、北東から南西に伸びる小道へ。その後、小道
の交点から西へ伸びる不明瞭な小径をたどるつもりが、不明瞭すぎてわから

なかったため、地形を読みながら、途中で自信なくなりつつもすんなりコント
ロールへ到達。ここで、前田さんと出会う。
13→14：植生の良いよいところからワッフル尾根をたどり、コントロールに到
達する目論見が、一本南東側のワッフルをたどってしまう。コントロ
ールの南東で、周囲の植生から一本、南東であることに気づき復帰。
14→15：北西から南東に延びる小道にでた後、南側のオープンを見ながら、ア
タックするもはずす。リロケートも手間取ってしまう。地図の表現以
上に地形と植生が錯綜していたように思う。
15→16：オープンをたどり、このピークというところで、17へのテープ誘導を遠目に見
ながらアタック。
16→17：テープ誘導区間。
17→18：応援を受けて、誘導区間を通過。誘導区間の終わりから直進で小道に出た
後は、ショートカットの色気を出さずに、確実に小道と切り開きをたどり、切り
開き上の尾根へ。
18→19：直進が怪しかった（ずれた）ものの上(南東)にずれたのは確実だった
ので、小道を北西に下り、コントロールへ。
19→20：流れに何となくのってしまいました。コントロールのイメージが不十分だった
こともあり、コントロール直前でとまどい少々ロスしました。
20→Ｇ：テープ誘導を見つけるのに手間取ってしまいました。テープ誘導を何
とか走りきって、２走谷村君にタッチしました。
この後は、応援に頑張りました。その間に、ＭＳ第３チームは、谷村君、大林さんの頑
張りで、ＭＳ第２チームを抜きゴールしました。
ＭＳ成績（出走３９チーム）
1 埼 玉 1
齋藤 英之
2:32:44
MSAX 0:49:03
(3111)
47 0:49:03
5 大 阪 1
辻村 歩
2:49:42
MSAY 0:50:36
(3271)
43 0:50:36
大 阪 3
永瀬 真一
3:13:34
MSBZ 1:05:02
(3273)
39 1:05:02
大 阪 2
城森 博幸
3:15:15
MSCZ 0:56:21
(3272)
48 0:56:21

福田 雅秀
MSBY 0:49:47
44 1:38:50
川前 紀尚
1 MSBZ 1:01:04
5 38 1:51:40
谷村 正樹
6 MSCX 0:59:33
12 36 2:04:35
沖浦 徹二
4 MSAX 1:04:51
9 46 2:01:12
2
4

早野 哲朗
MSCZ 0:53:54
48 2:32:44
山根 祥延
4 MSCX 0:58:02
6 44 2:49:42
大林 俊彦
2 MSAY 1:08:59
11 43 3:13:34
野澤 建央
6 MSBY 1:14:03
8 45 3:15:15
2
1

2
1
1
6
6
8
4
9

３．帰路
まずは、セントピア芦原に向かい、疲れを癒しました。（オリエンティアの姿も多く見かけ
ました。） その後は、道案内（カーナビ）に悩み（やたらと曲がったり、細めの道）ながら、
丸山ＩＣから（後で、調べると金津ＩＣからの方が良かったらしい）、北陸自動車道にのり、
米原ＩＣ付近の工事規制による渋滞に巻き込まれ、吹田ＳＡに２１時頃到着。ここで、２人
を降ろした後、小休止した後、豊中ＩＣ〜阪神高速〜助松ＩＣのルートで帰りました。

第２３回
ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会
【 開催日 】２００８年１月３日（木）
【集合場所】堺市西区浜寺公園町 浜寺公園 第２駐車場北側 あずま屋
正面入口より黄色テープ誘導あり。
【 交通 】 南海本線
「浜寺公園」すぐ
阪堺電軌阪堺線「浜寺駅前」すぐ
ＪＲ阪和線
「東羽衣」 （北西へ徒歩４５０m）
［有料駐車場有り → 1 時間 400 円（普通車）以降１時間ごとに 100 円］

【受付時間】９：３０〜１０：３０
【競技形式】ポイント−Ｏ。希望者によるお楽しみレースあり。
【使用地図】
『浜寺公園』
（大阪ＯＬＣ作成）
【 クラス 】 ＭＡ（無制限）
ＷＡ（女子、年齢無制限）、ＭＳ（男子 35 歳以上）、
Ｗ４０（女子 40 歳以上）、ＭＶ（男子 50 歳以上）
ＭＪ(男子高校生以下)、ＷＪ(女子高校生以下)
ＭＢ(男子中級者)、ＷＢ(女子中級者)
Ｎ（初心者）
，Ｇ（２〜５人）
【注意事項】プログラムの事前送付はありません。
スタート時間は、当日、第２受付にて指定します。
【 参加費 】一人 1000 円（当日 1500 円） （中学生以下事前＆当日とも 500 円)
G は一人 500 円（当日 700 円） （中学生以下事前＆当日とも 200 円）
事前申し込みは成績表無料送付します（KOLA 会報内記載）。
※2007/7/28 のたそがれ-Ｏ（大泉緑地公園）大会参加者は、事前申し込み者に限り 200 円引きにします。

【申込方法】
［郵便局による方法］
郵便局にある「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）の通信欄に、
（１）参加希望クラス
（２）氏名（ふりがな）
（３）住所
（４）電話番号
（５）年令
（６）所属クラブ［学校名］
を記入して、参加料を振り込んで下さい。これで申し込み完了です。
［振込先］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
［銀行振込による方法］
・E-mail にて、上記の(1)〜(4)をお知らせください。
・ジャパンネット銀行 普通口座 001-3833107 ヨコタミノル
に参加費を振り込んでください。
【問合せ先】〒 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 → mail@kola.club.ne.jp
ウェブサイト → http://www63.tok2.com/home2/kola/
【申込締切】２００７年１２月２１日（金）
【そ の 他】
・女性用更衣テントの用意もあります。
・以下の５名を無料招待します。必ず事前申込（(1)〜(6)を E-mail、葉書、
FAX で連絡）してください。
池陽平，坂本涼子，佐藤一平 ，佐藤政明 （敬称略）

ＯＬカレンダー
年月日
11/18

大会名ほか
三重スポーツフェスティバル[要項][締近]

場所
[三重.亀山]

11/18

第3回県立青葉の森公園大会[申込][要項]

[千葉.千葉]

11/18

第7回ぞんび〜ず大会[要項][締近]

[静岡.]

11/18

杏友会シリーズ第5戦−ミドルセレ対策練[要項][締近]

[東京.八王子]

11/18

第47回二本松大会[要項][締近]

[福島.二本松]

11/18

ならスポーツフェスタ21

[奈良.天理山辺]

11/18

久留米大学大会[要項][締近]

[福岡.久留米]

11/23

北九州地区大会[要項][締近]

[福岡.北九州]

11/23-25

スキーO初滑り合宿[要項]

[北海道.旭岳温泉]

11/24-25

滋賀2daysフェスティバル(含む[JOA:B])

[滋賀.野洲]

11/24

1日目/[JOA:B][NR]朱雀OK創立15周年記念大会[要項][締近]

0

11/25

2日目/第24回ウェスタンカップリレー[要項]

0

11/25

岡崎OL教室第4回＜講習会併設＞[要項]

[愛知.岡崎]

11/25

群馬県民大会[要項]

[群馬.太田]

11/25

韓国選手権大会

[韓国.ソウル]

11/25

第25回佐賀県大会[要項][締近]

[佐賀.佐賀]

11/25

関西のトレイルOを考える会[要項][締近]

[京都.京都]

11/28-12/2

ぽっかり5days[要項][締近]

[静岡.富士、富士宮]

12/1

[JOA]第3回コントローラ研修会[要項][締近]

[愛知.名古屋]

12/2

[JOA:A][NR]オリエンテーリング下山大会[申込][要項][締近] [愛知.豊田]

12/2

第40回真備町大会[要項]

[岡山.総社]

8/9

埼玉Oフェスタ2日間大会(含む[JOA:A]イベント)[申込]

[埼玉.]

12/8

1日目/トレイルO・スプリントO大会[要項]

[埼玉.越生町]

12/9

2日目/[JOA:A][NR]埼玉・おごせ大会[要項][締近]

[埼玉.越生町]

12/16

[JOA]ミニ・オリエンテーリング指導研修会[要項]

[愛知.尾張旭]

12/16

[JOA:S]パークOツアーin関西和歌山大会[要項]

[和歌山.海南]

12/16

第35回山口大大会[要項]

[山口.秋吉台]

12/23-24

第9回スコラ高原大会兼広島県大会[要項]

[広島.神石高原町＆庄原市]

1/2

第24回七福神OL大会[要項]

[東京.青梅]

1/3

第23回KOLA新春OL大会[要項]

[大阪.堺]

Ａｉｍｉｎｇ
走り出している「大阪 全日本大会」。無事に予行練習である府民大会は終わったが、問題
はまだまだある。でも絶対に良い物を作り上げようと、みんなの熱意は高まっている。
えいえい、お〜！

