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大阪 OLC が総力を挙げて取り

組んでいた 35 周年大会。色々

な事情の元、今回はインカレ

と併設となり、会場は大学生

で埋め尽くされ、活気ある中

で開催されました。 

 

■ 初めての遅刻スタート ■ 
 

当日、天候はよく好のオリエンテー

リング日和。生徒３名を連れて車で出

発したものの、途中で渋滞にはまって

しまい、会場到着はスタート１０分前。

「スタート地区まで徒歩２５分」とプ

ログラムにあったので、完全な遅刻ス

タート。まだ余裕のある座古・中森に

事前申し込みセットを取りに行かせて、

杉浦に当日申し込みの受付をさせてい

る間に、僕は着替えてスタート準備。 

用意ができ次第、スタートまで走っ

ていき、なんとか１１分遅刻でスター

ト。初めての遅刻枠からのスタートを

体験しました。 

 

■ ずれまくった方向 ■ 
 

参加クラスは、M45A。地図を見ると、

まあまあの地図読みが要求されるコー

ス組。遅刻ということもあり、気楽に

回ってこようと思っていたのですが、

１番コントロールから、方向をずれて

探す羽目になってしまいました。 

 

 

極めつけは、６番コントロール。尾

根の下部をうろうろしていたのですが、

小さな沢を見つけられずにうろうろ。

しかも、途中で地図を落としたりと

散々な目に遭いました。 

それ以外にも、近くまでいっている

のに、岩の後ろにあったのに気づかな

かったり、窪みにあって見つけにくか

ったりと、普段のいい加減さが露呈し

てしまいました。 

 

■ 生徒たちの健闘 ■ 
 

僕の成績はともかく、久しぶりの本

格的なオリエンテーリングコースに、

生徒たちも四苦八苦。東海中学に対抗

できるかと期待した中森でしたが、ダ

ントツの 下位。でも、しっかり完走

できました。 

当日参加の杉浦は、なんと OAL の申

し込みをしてしまっていて、５番コン

トロールでリタイア。僕が焦っていて

受付についていけなくて、とりあえず

選んでしまったようです。でも、去年

のウエスタンカップで１番で迷ってい

たのとは格段の進歩。 

W15A ただ一人の出走となった座古は、

なんとかすべて回ってきて、優勝の表

彰状をもらいました。大学新人女子大

勝の WUF と同じコースなのですが、  

４５人中３１位相当の成績なので、か

なりの健闘ですね。 

 

 

■ 無念の不成立 ■ 
 

会場に戻ると、全員体育館へという

放送が入り、体育館内で実行委員長の

野澤氏から、不成立クラスがでてしま

ったとの説明が。僕は体育館外で聞い

ていたのではっきりと聞き取れず詳細

はわかりませんでした。 

当日のＯ－ＭＬでも野澤氏が「現在

調査中の事項もあり詳細は、別の機会

にご報告いたしますが、本大会のメイ

ンクラスである男女の選手権クラス、

Ｍ２１Ｅ等で災害・事故に順ずる事態

の発生により不成立なってしまい関係

者の皆様方には、ご迷惑をおかけいた

しましたことを深くお詫び申し上げま

す。申しわけありませんでした。」と流

していたので、後日報告があると思い

ます。 

 

          （横田実） 

 

 

 

 

 

 

 

 

［大学生の全体集合写真］ 

大阪 OLC３５周年&インカレロング 大会報告 
ＫＯＬＡ 

横田実 

              2010 年 11 月 21 日  奈良県  榛原・桜井 



Result 上位３人の平均に対する相対(%)
タイム 巡航速度 ミス率

2010/11/14 みやこＯＬＣ２５周年記念大会at祇園恋し、将軍塚（京都市）
ＭV(出走10名) 1.6 km ↑100m
1 平島　俊次 0:26:27 京都ＯＬC
2 阿部　昌隆 0:28:28 東京OLC
3 前田　春正 0:31:34 ＫＯＬＡ 109.5% 111.5% 12.9%

2010/11/20 パークＯツアーin関西 第４戦兵庫大会2010atしあわせの村(神戸市)
Ｍ３５(出走9名) 1.8 km
1 上田　浩嗣 0:22:51 Team Heart Golds
2 谷村　正樹 0:23:16 杉風会
2 阿部　慎一 0:23:24 ＯＬＣルーパー
7 永瀬　真一 0:23:34 ＫＯＬＡ 101.7% 10.1.3% 6.6%

2010/11/21 2010年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ロング　兼
　　　　　　　　大阪オリエンテーリングクラブ３５周年記念大会at嶽山（宇陀市、桜井市）
Ｍ２１Ａ 6.7 km ↑545m

不成立
平山君は、スタート直後に競技中止で回れず

Ｍ４０Ａ（出走10名） 4.8 km ↑425m
1 広江　淳良 1:23:34 ＥＳ関東Ｃ
2 小野田　敦 1:32:24 京都ＯＬＣ
3 永瀬　真一 1:37:27 ＫＯＬＡ 106.9% 110.0% 8.8%

Ｍ４５Ａ（出走12名） 4.1 km ↑370m
1 岩倉　毅 0:55:41 ＯＬＰ兵庫
2 大江　恒男 0:58:32 ＯＬＰ兵庫
3 小泉　辰喜 1:02:16 丘の上
11 横田　実 1:58:21 ＫＯＬＡ 201.2% 150.6% 34.8%

Ｍ１５Ａ(出走15名) 2.9 km ↑250m
1 角田　貴大 0:40:50 東海中学
2 平原　誉士 0:41:44 東海中学
3 別府　涼火 0:47:11 東海中学

(14) 中森　哲平 2:43:17 ISOC 377.5% 291.2% 36.5%

W１５Ａ(出走1名) 1.7 km ↑165m
1 座古　恵里圭 0:49:49 ＩＳＯＣ

ＯＡＬ（出走12名） 4.1 km ↑370m
1 平井　均 0:58:37 静岡ＯＬＣ
2 小山　温史 1:04:02 トータス
3 田代　雅之 1:12:48

杉浦　良美 disq ISOC



第２６回ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会 
【主  催】岸和田オリエンテーリング協会（ＫＯＬＡ） 
【日  時】2011年 1月 3日（月） 雨天決行、荒天中止 
【集合場所】錦織公園パークセンター下ピロティ（公園南入口よりテープ誘導予定）［地図参照］ 
       ・南海高野線滝谷駅より徒歩２０分 
       ・近鉄長野線滝谷不動駅より徒歩２０分 
       ・無料駐車場あります（ただし台数に限りがあります） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【受  付】9時 45分～10時 30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】大阪ＯＬＣ作成「錦織公園」（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 
【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）、W35（女子 35歳以上）、 
      M50（男子 50歳以上）、W50（女子 50歳以上）、M65（男子 65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） 
【優勝設定時間】各クラスとも２５～３０分 
【お楽しみ】恒例の上位希望者対象のお年玉争奪お楽しみレースを予定しています。 
【注意事項】事前申込者のスタート時刻は事前指定します。 
      トップスタートは 10時 45分の予定です。 
      プログラムは１２月２６日頃にホームページ 
      http://www63.tok2.com/home2/kola/に掲載します。 
      金属製ピンつきシューズは禁止します。 
      長袖&長ズボンを推奨します。 
【表 彰】各クラス３位まで表彰致します。 
 
 



【参加費】  ・事前申込者 …1000円［マイカード使用者は 300円割引］ 
       ・当日申込者 …1500円［マイカードは使用できません］ 
       ・高校生以下、Ｎクラス…500円［Ｅカードレンタル料込み］ 
        プログラムはＷＥＢ公開します。（郵送希望者は+200円） 
【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 → mail@kola.club.ne.jp【強く推奨】 
       ウェブサイト → http://www63.tok2.com/home2/kola/ 
【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）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) プログラム郵送希望者はその旨 
   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)～(10)をお知らせください。 
    ・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 
     に参加費を振り込んでください。 
 
申込〆切 ２０１０年１２月１７日（金） 必着 
※ １２月１７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 ※ 
 
【その他】 
・参加者が自分自身あるいは第三者へ与えた事故・損傷・損害について、主催者は一切責任を負いません 
・主催者は傷害保険に加入しますが、補償額には限度があります。 
・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。 
・女性用更衣テントを用意します。 
・ＫＯＬＡ杯として、男女の対象者に記念Ｔシャツと大会無料参加券プレゼント 
・ＫＯＬＡ杯獲得者として、以下の５名を無料招待します。 
    大北洋平さん、河崎千里さん、大西康平さん、石川実起さん、佐藤政明さん  
・無料招待の方も、事前申込（(1)～(10)を E-mail、葉書、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。 



第 19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

開催期 日  平成 23年 2月 20日 (日 ) 雨天決行・荒天中止

会  場  千葉県山武市 日向の森野球場

競技開始  午前 10時 00分 (予定)

交通機関  山武市役所駐車場より専用バス

(競技会場へは大会専用バスによる移動となります。)

自動車 :千葉東金道路 「山武成東 IC」 より約 10分

電 車 :」 R総武本線 「成東」駅より徒歩 15分

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Jに よる

地  図  縮尺 1:10,000、 等高線間隔 5m、 走行可能度 4段階表示、A4判
「山武城府J(1989年京葉 OLク ラブ作成)の リメイク (2011年作成 JSOM2007)

計  時  EMIT社製電子パンチシステム

主  催  (社 )日 本オリエンテー リング協会 (」OA)

主  管  千葉県オリエンテー リング協会

競技責任者 :荻 田博文  大会コン トローラ :若梅友行  コース設定者 :加賀谷駿

後  援  文部科学省、(財)日 本体育協会、千葉県、千葉県教育委員会、山武市、山武市教育委員会

(以上申請予定)

協  賛  ■森永乳業 (株 )、 (株 )中村農園

大会ウェブサイ ト http://www.geOcities.jp/orienteering chiba/index.html

参加規定  1.選手権クラスヘの参加は、JOA加盟の都道府県協会 (以下 「正会員」)と します。

2.選手権の各クラスヘ、 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 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、各チーム 2名 以内とします。同一クラスに複数のチームが参加する正会員は、

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、隣接もしくは同一ブロック内の、 2つの正会員による

連合チームも参加できるものとします。
7.競技者登録に関して、ふるさと登録も有効とします。詳細は JOAの ホームページをご確認ください。

8.正会員ではない都道府県協会からは、選手権クラスヘの参加は認められません。

クラス

注 )

1.年齢は平成 23年 3月 31日 ま

でに達す る年齢です。

2.女子選手は、Mク ラスにも出

場 で きます が男子選 手 と同

じ年齢構成 とします。

3.XVク ラスは年齢を満たしてい

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。

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つて申込んでください。)

(1)出場クラス登録 :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 23年 1月 7日 (金) 送信 。消印有効

連合チーム登録期限 :            ) 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)選手名登録 :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。

選手登録期限   :平 成 23年 1月 24日 (月 ) 送信・消印有効

(3)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

平成 22年度

蜃 θご
鰤 θ

クラス名 年齢構成 優勝設定時間

ＭＥ

ＷＥ

ＭＳ

ＷＳ

ＭＪ

ＷＪ

ＭＶ

ＷＶ

Ｗ

男子 日本選手権

女子 日本選手権

シエア男子選手権

シエア女子選手権

ジュニア男子選手権

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

年齢制限なし

年齢制限なし

35歳以上

30歳 以上

21歳以下

21歳以下

50歳以上

45歳以上

男子 65歳以上

女子 50歳以上

135分
120分
135分
120分
135分
120分
135分
120分
120分



ください。

走順登録期限   :王 成 23年 2月 17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 :〒 1508050 東京都渋谷区神南 1-1-1 岸記念体育会館内

(社)日 本オリエンテー リング協会 「全日本 リレー大会」係

TEL  03-3467-4548  FAX  03-3467-4549

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。

開会式及びテクニカル ミーティング

期 日 平成 22年 2月 19日 (土)16:00～ 17:30
会 場 千葉県山武市埴谷 1904-5「 さんぶの森文化ホール」

交 通 自動車 :千葉東金道路 「山武成東 IC」 より約 10分 駐車場あり

電 車 :」 R総武本線 「日向」駅より徒歩約 35分

受 付 15:30～ ナンバーカー ド等を配付します。

開会式 主催者・来賓等挨拶、優勝旗 。優勝杯の返還、選手団紹介、選手宣誓等

テクニカル ミーティング テレイン情報、競技上の注意、質疑応答等

表彰等

表彰は大会当日会場で行います。
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 NIE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 3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

点の 1/2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 トになつ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、様式は必ず守つてください。
。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 1月 24日 までにお申し込みください。
・宿泊の斡旋はいたしません。 (山武市観光協会Ъ0475801202に ご相談ください。)

。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

は第二者に与えた損傷、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 リングロ的での事前立入を禁上します。
。Eカー ドは主催者で準備をしますので、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。
・集合地点から競技会場へは指定の専用バス (有料)を利用していただきます。

※各正会員 1台 (普通車)分の駐車スペースを会場に確保 します。荷物の運搬等に利用下さい。
。大会会場は青空会場です。各チームで雨対策を行ってください。会場内でのテン ト設営は可能です。

ただし、会場・テレイン付近での宿泊のためのテン ト設営は禁止 します。
・ ドービング検査を実施する可能性があります。検査対象になつた参加者は役員の指示に従つてください。 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 WEBサイ トをご覧ください。
http://www.orienteering.or.jp/AD/

★★★ トレーニングコース ★★★

開催 日時 平成 22年 2月 19日 (土) 12:00～ 15:30

集合場所 千葉県山武市埴谷 1904-5「 さんぶの森文化ホール J

地  図  「さんぶの森」縮尺 1:10,000、 等高線間隔 5m、 走行可能度 4段階表示、A4判
交 通  自動車 :千葉東金道路 「山武成東 IC」 より約 10分、駐車場あり

電 車 :」 R総武本線 「日向」駅より徒歩約 35分
その他

詳細は大会ウェブサイ ト (http://―.geOcities.jp/orienteering chiba/index.html)、 または大会プログラム

をご参照ください。



ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

12/19 和歌山県民大会 和歌山.田辺

12/19 関東学連ミドル選考会 栃木.日光

12/19 関西学連ミドル選考会 三重.津

12/19 全日本リレー静岡県代表選考会＜要項＞ 静岡.富士

12/23 TREKNAOフォトロゲ@入間 埼玉.入間

12/23 -26 クリスマススキーOキャンプ＜要項＞ 山形.肘掛温泉

12/26 シンポジウム「森を走ろう」 東京.品川

12/26 東海学連ミドル選考会 愛知.豊田

12/26 第3回ローラースキー＆フットO大会 山口.周南

12/26 山陽パークO第5戦広島大キャンパスパークO大会 広島.広島

1/2 第27回七福神OL大会 東京.青梅

1/3 第26回KOLA新春OL大会 大阪.錦織

1/8 埼玉パークOツァーズ第5戦 埼玉.三郷

2011/1/9 -11 平成22年度愛知OLC大会 愛知.尾張旭

1/9 　愛知OLCフットO大会 愛知.尾張旭

1/10 　愛知OLCトレイルO大会 愛知.尾張旭

1/10 第43回真備町大会 岡山.倉敷

1/10 インストラクタ養成講習会／愛媛後期[JOA認定] 愛媛.今治

1/16 [JOA:S]パークOツァーin関西・和歌山大会 和歌山.和歌山

2011/1/22(予定) オリエンテーリング講座(初級編) 岡山.倉敷

1/23 岡崎オリエンテーリング教室第6回 愛知.岡崎

1/23 岡崎市少年自然の家大会 愛知.岡崎

1/23 水戸市森林公園大会 茨城.水戸

1/23 新春オリエンテーリング大会 福岡.北九州

1/23 第28回ジュニアチャンピオン大会 東京.日の出町

1/23 浜松市民大会＜要項＞ 静岡.浜松

2011/1/29(予定) オリエンテーリング講座(テクニック編) 岡山.倉敷

2011/1/29 -30 有度山三昧(トレイルラン＆ロゲイン) 静岡.静岡

1/30 桜川市大会兼県西OLの集い 茨城.桜川

Aiming
ただいま、新春大会に向けて準備中です。ようやくＫＯＬＡの大会もＥカードになじみ始め、
いろいろなデータを処理するにも便利になってきました。
でも、アナログ的なお楽しみレースも健在です。ぜんざいやおでんも(^.^)。
みなさん、ふるってご参加ください。

※この大会情報は「森を走ろう！」サイトを利用して作っています。




