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ＫＯＬＡ たそがれオリエンテーリング大会 
岸和田・とんぼ池公園 2011 年 7 月 30 日（土） 

今回は、事前＆当日参加を合わせて、５０名の参加がありました。 

今回、スコアＯとして準備を始めたのです

が、いつも中心となって準備をしてくれて

いる永瀬氏が、海外勤務の状態になり、大

わらわ。それでも、忙しい中で地図の修正

やコースセットやなんかもやってくれて、

無事大会開催ができました。 

 

いつもながら、少数精鋭での大会運営の 

ＫＯＬＡ大会。「たそがれ」や「公園」と

いうことで設置もゆっくりできるので、昼

から１人で設置のつもりで設置開始。途中

から前田氏も間に合い、２人で設置。 

 

コントロールを設置後、平山・奥野・村橋

の３人で試走に向かってもらいました。 

でも、３人とも暑さにへとへとになってし

まいました。 

 

今回は、スコアＯの得点を「コントロール

の一桁の番号」で表していましたが、わか

りやすさは、参加者にとってはどうだった

のでしょうか。 

 

 

 

 



会場設営も終わり、 

いよいよ受付開始。 

続々とやってくる参加者たち。 

学生は、やはり 

バスでの参加が多いようですね。 

17:20 

 

全体への説明開始。 



スタート３分前に作戦タイム開始。 

でも、３分は長かったかな。 

１分程度でもおもしろかったかも 

しれませんね。 

いよいよ B,N クラスの 

スタートです。 

A クラスのスタートは、 

脱兎のごとく走っていきました。 



フィニッシュの様子です。 

暑い中、みなさんありがとうございまし

た。 

恒例の KOLA 杯は、 

福田さんと岡部さんに。 

 

今回の特別新人賞は 

安中さんに贈呈しました。 

 

 



成績表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA
順位 名前 記録 (タイム) 所属

1 福田　雄希 73点 (0:24:46) 京大ＯＬＣ →84→77→94→82→78→97→92→85→83→87→95→96→72→76→74→81→F
2 寺田　啓介 72点 (減点6) 鞍部同好会 →74→76→72→96→87→95→93→83→85→73→92→97→78→82→94→77→84→F
3 福井　直樹 71点 (0:23:10) パック同好会 →74→72→76→96→87→83→85→73→92→78→97→82→94→77→84→81→F
4 安中　勇大 66点 (0:24:58) むねひろパラダイス →74→72→76→96→87→83→85→73→92→97→78→82→94→77→F
5 杉田　士郎 65点 (0:24:47) 杉塾 →74→72→76→95→93→83→85→73→92→97→78→82→94→77→84→F
6 川前　紀尚 65点 (減点3) ＯＬＣふるはうす →74→72→76→96→87→83→85→92→97→82→78→94→77→84→81→F
7 吉野　信 64点 (減点3) 奈良女・阪大コーチ →74→76→72→96→95→93→83→85→73→92→97→78→82→94→77→F
8 堀　裕多 60点 (0:23:11) 阪大ＯＬＣ →84→77→94→82→97→78→92→73→85→83→93→95→76→81→F
9 津高　剛 58点 (0:24:20) 阪大ＯＬＣ吹田部 →74→72→76→95→87→83→85→73→92→97→78→82→94→F

10 宇井　賢 56点 (0:23:49) むねひろパラダイス →77→94→82→78→97→92→73→85→83→93→95→76→81→F
11 松下　睦生 55点 (0:24:03) むねひろパラダイス →74→72→76→96→95→87→93→83→85→92→94→77→81→F
12 小菅　一輝 54点 (0:24:56) むねひろパラダイス →74→72→76→96→95→87→93→83→85→84→77→81→91→F
13 楠見　耕介 52点 (減点3) 大阪ＯＬＣ →77→94→82→78→97→92→73→85→83→93→95→76→F
14 山下　智弘 51点 (減点3) 京大MJC桂支部 →74→76→72→96→95→93→83→85→73→92→94→77→84→F
15 坂口　剛啓 50点 (減点9) * →74→72→76→96→95→87→83→85→73→92→94→77→84→81→F
16 高椋　章太 49点 (0:24:25) 阪大ＯＬＣ →74→72→96→95→93→83→85→73→92→94→77→84→81→F
17 伊藤　奎梧 46点 (0:23:43) 京大ENC →74→72→76→95→84→83→85→73→92→94→77→81→F
18 寺岡　和也 45点 (0:24:59) →72→76→96→95→87→83→85→84→77→F
19 坂口　祐生 45点 (減点12) 杉塾 →74→72→76→95→96→87→93→83→85→73→92→94→77→F
20 小西　宏 42点 (0:24:23) 大阪OLC →77→84→92→94→82→97→78→73→85→F
21 四辻　明洋 42点 (減点12) はんだい →75→74→76→72→96→95→87→83→85→84→77→F
22 長谷部　達也 42点 (減点12) 京大ＯＬＣ →74→72→76→95→84→83→85→73→92→94→82→97→77→F
23 岡部　淳 41点 (減点6) クロマニオンズ →74→95→76→72→96→87→83→85→73→92→94→F
24 野川　裕一朗 35点 (減点12) 阪大ＯＬＣ →75→77→94→82→97→78→92→85→83→84→F
25 田中　宏明 30点 (減点15) むねひろパラダイス →74→72→96→95→87→83→85→92→94→77→F
26 内藤　一平 25点 (0:23:40) 京大OLC →74→72→76→96→93→84→F

WA
順位 名前 記録 (タイム) 所属

1 岡部　悦子 34点 (減点3) クロマニオンズ →103→77→94→82→97→78→92→73→84→F
2 樋口　みゆき 31点 (減点3) 奈良女子 →74→72→96→95→87→93→83→84→F
3 片山　保子 27点 (減点3) OLCふるはうす →77→94→82→97→78→92→F
4 青柳　紀子 26点 (0:21:42) ＯＬＣふるはうす →77→84→93→95→76→81→F
5 向井　里衣 12点 (減点18) まめこ隊 →74→72→96→87→95→76→F
6 坂井　あんず 3点 (減点15) 京大ＯＬＣ →94→82→97→92→73→F

M35
順位 名前 記録 (タイム) 所属

1 阪本　博 49点 (0:24:19) 大阪OLC →74→72→76→95→96→87→83→85→84→77→F
2 小城　昌弘 14点 (減点9) 大阪OLC →74→72→96→87→84→F

M50
順位 名前 記録 (タイム) 所属

1 阿部　昌隆 52点 (減点12) 東京ＯＬクラブ →74→72→76→96→95→87→83→85→73→92→82→97→78→94→F
2 河合　利幸 46点 (0:23:18) ＯＬＣレオ →74→72→76→96→95→87→83→85→93→84→81→F
3 関野　賢二 27点 (減点9) →74→72→96→87→83→85→73→92→94→F

W50
順位 名前 記録 (タイム) 所属

1 四宮　寿美子 22点 (0:24:31) →77→84→85→83→93→F

M65
順位 名前 記録 (タイム) 所属

1 御勢　健二 33点 (減点12) 豊中ＯＬＣ →77→94→82→78→97→92→73→85→83→84→F
2 佐藤　政明 29点 (減点21) 大府市 →74→76→72→96→95→93→83→85→73→92→94→77→F

WJ
順位 名前 記録 (タイム) 所属

1 座古　恵里圭 29点 (0:23:36) ＩＳＯＣ →74→72→76→95→84→77→81→F
2 西中　富唯実 6点 (減点12) ISOC →81→74→72→76→95→F

MB
順位 名前 記録 (タイム) 所属

1 土屋　武 57点 (減点2) →91→102→101→81→104→95→96→87→83→105→84→85→92→94→82→97→F

WB
順位 名前 記録 (タイム) 所属

1 夏目　恵奈 15点 (減点8) 奈良女子 →102→101→81→104→103→84→105→93→F
2 北岡　麻実 13点 (減点2) →102→101→81→104→92→94→91→F

N
順位 名前 記録 (タイム) 所属

1 中島　桜 29点 (0:28:25) もふもふず →104→95→96→93→105→84→102→F
2 中島　信治 29点 (0:28:29) 大阪OLC →104→95→96→93→105→84→102→F
3 近都　有沙 27点 (減点2) 奈良女子大学 →102→101→81→104→84→105→83→93→95→91→F
4 寺岡　慶司 -2点 (減点12) →102→101→81→92→84→F
5 中島　遼 -15点 (減点40) ゾロリーズ →104→95→96→87→83→F



たそがれＯ関連 
感想をいただいた方、ブログやツイッターで書いて頂いた方、ありがとうございました。 

一部を紹介させて頂きます。 

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

運営お疲れ様でした。久しぶりのスコアで、競技成績はいまいちでしたが、 

素晴らしい公園で、楽しむことができました。 

予定通りの進行のおかげで、なんとかその日のうちに横浜に帰り着くことができました。  

機会があれば岸和田をゆっくり見たいと思います。 

本当にありがとうございました。 

                                               関野賢二 

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

ＯＬＣふるはうすの川前です。 

昨日の大会準備・運営、お疲れさまでした。 

１月３日の、貴クラブ主催の錦織公園での新春大会以来、半年ぶりのＯＬでしたが、あまり体

験しないスコアＯＬという形式も手伝って、ある意味新鮮な感じで楽しませていただき、有難う

ございました。 

 たそがれ大会をはじめ、新春大会・岸和田市民大会など、定期的に大会を開催されるにあ

たっては、いろいろご苦労も多いことかと思いますが、大阪に住む者にとって、近場で気軽に

ＯＬを楽しめる大会として今後も参加させていただければと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

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

yapotrek E2  

岸和田たそがれ O 終了ー。WA1 位で KOLA 杯いただきました★スコア O で点数が男子優

勝者の半分だったのは内緒…ちゃんと中身で勝負できるように努力が必要ね。汗とりあえず、

とても気持ちのよい芝生でした。 

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

KOLA たそがれＯってなわけでさくらんぼ以来の久々のオリエン。 

トンボ池公園であったたそがれＯにいってきた。ちなみにオリエン 4 年目にしてたそがれＯは

初参加。プログラムも読まなかったからスコアＯってこと忘れてて時計忘れた。 

ぶっちゃけオリエン目当てやなくて、花火目当ての気分転換にいった。勉強やばくて最近全

然走ってないし。ちなみにレースのほうは…残念でしたｗ 

スタート前に地図見たら、これは誰もとらんだろうな、っていう 75 番ポストがあったからとりあえ

ずそこを抑えに行ったｗ 



いざスタートしたらそっちに向かうのはうちの 4 回 2 人だけｗ。ちなみにレース中にそこ行った

人もその 2 人だけでしたｗ。あぁいうところに置かれると、成績そっちのけで取りに行ってしまう

から困る。ってかあのポストなんのためにあったんだろうね。 

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

さて、この日の大会は「たそがれ O」というくらいで、夕方に行われます。 

受付時間は 16 時半から 17 時まで。 

競技形式は制限時間 25 分のスコア O。 

A クラス相当のクラスが年齢性別によって 9 クラスに分かれていましたがコントロール位置と点

数は共通です。表彰がクラスごとに分けて行われます。 

コントロールは全 20 個で、コントロール番号の下一桁がコントロールの点数。1 点から 8 点ま

でのバリエーションがあります。 

制限時間をオーバーすると 1 分までごとに 3 点減点。なので 1 分オーバーすることで 4 点以

上のコントロールを余分に取れるなら制限時間オーバーする方が得という計算になります。 

スタート 3 分前から地図を見て作戦タイム。 

高得点コントロールの固まっているエリアは 

・テレイン西側 

・テレイン南東端 

でした。 

前者は登りは少ないけど距離が長い。 

後者は距離が短いけど登りが多い。 

後者の登りが多いと言っても比高は 20m 程度なので、距離の近い南東端のコントロールへ先

に行き、残り時間に応じて西側のコントロールをとりに行こうという作戦にしました。 

17 時 35 分にスタート。 

スタートから南へ、4 点、2 点、6 点、5 点、6 点、7 点と取りました。 

ここまでで制限時間の約半分。 

かなり登ってヘロヘロになったので、7 点コントロールに一番近い丘の上の 3 点コントロールは

パスして、登らなくていい 3 点コントロールへ。次にその西の 5 点コントロールを取りました。こ

のコントロールへのアタックで反対方向からきた Ku さんとすれ違い。 

ここから西にまだたくさんコントロールがあるのですが、そろそろ会場に戻らないとやばそうな

ので会場に向かいました。 

途中で4点、そして会場近くにある7点コントロール（割とおいしいコントロールなので帰り道に

取ろうと決めていました）と取り、あとフィニッシュの近くに 1 点コントロールがあるのですが、こ

こに行くと制限時間オーバーしそうなのでここはパスしてフィニッシュしました。 

 



ResultResultResultResult 上位３人の平均に対する相対(%)
タイム 巡航速度 ミス率

2011/06/05 京都市民オリエンテーリング大会a円山公園
M21A(出走16名) 2.6km
1 福井　直樹 0:37:41
2 中嶋　一史 0:38:31
3 坂口　祐生 0:40:42

12 横田　実 0:58:29 ＫＯＬＡ 150.1% 139.0% 24.9%

N(出走8名) 1.8km
1 藤原　陸 0:29:38 ＩＳＯＣ 80.7% 76.5% 20.9%
2 永津　星斗 0:33:28 ＩＳＯＣ 91.2% 88.1% 20.7%
3 石原　友佳 0:47:01
6 清水　一樹 1:25:14 ＩＳＯＣ 232.2% 201.9% 31.9%

福田　翔太 P1 ＩＳＯＣ 105.9%
岡本　拓馬 P4 ＩＳＯＣ 210.5%

2011/06/19　２０１１年関西学連ロングセレクションat大柳生
MO(出走29名) 5.0km ↑390m
1 田中　公悟 1:00:13 マッパ
2 海老　成直 1:02:22 朱雀ＯＫ
3 谷川　友太 1:03:36 名古屋大

16 永瀬　真一 1:32:08 KOLA 148.5% 140.1% 15.0%

WO(出走27名) 3.1km ↑240m
1 阿部　昌隆 0:49:53 東京ＯＬクラブ
2 城森　博幸 0:53:08 ＯＬＰ兵庫
3 河合　利幸 0:57:56 ＯＬＣレオ

13 前田　春正 1:16:57 KOLA 143.4% 134.4% 12.6%

平成22年度年齢別ランキング-日本オリエンテーリング協会
Ｍ６０（33名） ポイント 参加回数
1 海老沢　正 5245 6
2 山本　博司 4703 13
3 前田　春正 4049 10

29 寺田　保 0723 1

Ｍ４５（54名） ポイント 参加回数
1 福田　雅秀 5233 10
2 小泉　辰喜 5061 8
3 小林　岳人 4940 5

34 横田　実 1276 3

Ｍ４０（36名） ポイント 参加回数
1 藤生　考志 5030 9
2 奥村　理也 4933 10
3 永瀬　真一 4787 5

Ｍ３０（30名） ポイント 参加回数
1 紺野　俊介 5560 5
2 源後　知行 4845 6
3 深川　陽平 4801 6

30 平山　友啓 0000 1

Ｗ１５（4名） ポイント 参加回数
1 山岸　夏希 3745 5
2 中島　緑里 1050 1
3 座古　恵里圭 1050 1



 

 

 

 

５月に実施予定だった行事

ですが、台風のためこの日ま

で延期。この日も天候が今ひ

とつだったためか、こぢんま

りと実施しましたが… 

 

■ ホールアース自然学校 ■ 
 

「ホールアース自然学校」という組

織をご存じでしょうか。全国でいろい

ろな自然体験を行っている組織ですが、

今年３月には、沖縄でロゲイニング大

会も実施しています。 

その関連組織の「神戸六甲分校」か

ら、“六甲山カンツリーハウス周辺で

ミニロゲイン大会を開催するので講師

を依頼したい”とロゲイニング協会の

高島さん経由で連絡が来て、日程調整

が可能な日程だったので僕が講師とし

ていくことになりました。主目的は地

図読み講習というものでしたが、全体

のアドバイスもほしいということでし

た。 

最初の実施予定だった５月 28 日・29

日は台風のため中止になり、７月３日

に延期して行われました。 

 

■ ミニロゲイニング？ ■ 
 

実は今回の実施目的は、１０月１６

日に行われる六甲山上でのロゲイニン

グ大会のために、六甲山のスタッフに

ロゲイニングの雰囲気を知ってもらう

ためとその運営練習を兼ねてというも

のでした。この企画は、９月から行わ

れる六甲山での芸術祭「六甲ミーツア

ート」とも共同して、六甲山での集客

を高めるための物として計画してい

るようで、オブジェの前での写真撮影

を基本としたフォトロゲインとして

じっしするようです。 

さて今回は、カンツリーハウス周辺

のみでのミ

ニロゲイニ

ングとして

実施してい

ました。制

限時間は４

５分という

ことですが、

３０分あれ

ばすべて回

れる程度の

範囲で、ス

コアオリエンテーリングとの違いが、

ますますわかりにくいですね。当日受

付のみの、園内での呼びかけだけだっ

たのですが、そのアナウンスも「オー

ストラリア生まれのオリエンテーリン

グです」というものでした。 

 

■ 実施方法は？ ■ 

 

地図は、２５００分の１の行政図の

白黒コピーに少し手を加えたもの。チ

ェック方法は、ポイントに書いてある

文字を集めてくるという形式でしたが、

コントロールは文字を書いたプレーの

み。しかも、小屋の中に張ってあった

りと探し回ることになってしまった。

登山道に張ってあったプレートは、実

施日を前回予定だった５月にしていた

ため３枚が片づけられていたのが見あ

たりませんでした。 

まあ、本番はフォトロゲイン予定な

のでそんな心配はないとは思いますが。 

 

 

■ 実際の競技では ■ 

 

午前・午後の２回実施したのですが、

午前はＩＳＯＣの４組と家族連れ１組

＋スタッフチームのみ。当日受付だっ

たので、午前中の申込みでも午後の部

にした方がいたようです。それでも午

後の部でも、７組の参加だけでした。 

まずは、地図読み講習。急遽、会議

室内の地図をフリーハンドで書いて、

正置とサムリーディングの練習用にし

ました。パワーポイントも用意したの

ですが、明度がたらず午後の部は使わ

ずに説明しました。 

午前中の競技は、途中から雨も降っ

てきてしまいましたが、なんとかみん

な完走。僕もチェックのため全部まわ

りましたが、３つなくなっていたのを

探していたので、ぎりぎり４５分にな

ってしまいました。 

午後は、３０分に短縮してカンツリ

ーハウス内のみで実施しました。 

 

          （横田実） 

  六甲ミニロゲイニング大会 大会報告 
ＫＯＬＡ 

横田実 

                   201１年 7 月 3 日 兵庫県・六甲山 



 

 

 

 

 

京都の祇園で行われた京都

のみやこ OLC 恒例オリエンテ

ーリング教室。実際での地図

読み講習などのあとで、午後

からミニ大会でしたが…。 

 

■ まずは講習会 ■ 
 

午前中は、祇園の中学校をかりてオ

リエンテーリング教室。少しの講義の

あと、実際に円山公園内を地図を見な

がら歩きました。コンパスを使っての

確認ですが、いわゆる「コンパス１２

３」ではなく、正置＆サムリーディン

グを主として使い、正確にコントロー

ルをたどる練習をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 午後からはミニ大会 ■ 
 

昼食を食べて、午後からは将軍塚ま

でを含んだテレインでミニ大会。 

午後からの大会だけに参加する方も

かなりいて、会場もごった返してきま

した。今回は、SI を使った集計システ

ムですので、会場でチェックをしたあ

と、スタート地点に向かいます。 

スタート地点で、祭りの練習をして

いたみたいで、急遽スタート位置をず

らして開始。みた、ミニ大会といって

も将軍塚あたりは、登りがきつく結構

ハードな道のりになっています。 

 

 

■ とんでもない(^_^;) ■ 
 

午前中の講義の時に「オリエンテー

リング山登りではなく、ポイントを回

る競技。山登りのようなコースはふさ

わしくない」というようなことを言っ

ていたので、急なのぼりはないものと

思っていたのに、とんでもない。 

地図を見ると、将軍塚のところまで

コントロールがあり、しかもこの間の

等高線は密になっていて急な登り。ポ

イント O なので、順番に回る以外に手

はないので、あきらめて走り出す。案

の定３→４は走ることもできず汗だく

状態。 

８へは、東の道から下ってのアプロ

ーチをしたのだが、行きすぎていてマ

ップアウトをしてしまっていて、フェ

ンスでかろうじて修正。かなりの時間

を費やしてしまいました。 

 

■ 競技後の講評 ■ 
 

競技後は、会場に戻って講評をうけ、

参加者に感想などをきいていました。 

その後は表彰式で、各クラスの表彰

が行われました。 

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

生徒の勉強にと連れて行ったのです

が、今回も残念ながら完走できなかっ

た子がいて残念。どうも、地図での現

在地確認がなかなかできないようです。

講習のように一緒に回って確認しなが

らは大丈夫ですが、やはり１人でまわ

るとすぐに現在地を見失ってしまうよ

うです。正置とサムリーディングをき

ちんとすることが大切ですね。 

 

          （横田実） 

  京都での教室＆ミニ大会 大会報告 
ＫＯＬＡ 

横田実 

                   201１年 6 月 5 日 京都府・円山公園 



ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

8/13 第16回フォトロゲ@石神井 埼玉.飯能

8/13 ロゲイニング講習会＆ミニフォトロゲイン＜要項＞ 北海道.札幌

11月以後 第34回東北大大会 宮城.柴田郡

8/20 -21 大阪OLC夏合宿・大阪府チーム合宿 愛知.豊田

8/21 北東インカレ2011 山形.山辺町、山形市

8/21 ぐるぐるナビin奥多摩(基礎編１) 東京.あきるの

8/21 第4回愛知県選手権 愛知.新城

8/21 山陽路パークO広島城・中央公園大会＜要項＞ 広島.広島

8/21 みやじ豚BBQｘロゲイニング＜要項＞ 神奈川.湘南台

8/21 共和町かかしまつり大会＜要項＞ 北海道.共和町

8/27 [JOA]第5回OCADテクニカルセミナー 兵庫.三木

8/27 -28 [JOA]コントローラ資格認定・更新講習会 兵庫.三木

8/27 -28 山川キャンプ椛の湖＜要項＞ 岐阜.中津川

8/27 -29 第23回サマーキャンプin八ヶ岳 長野.清里

8/28 岡崎OL教室(2011年度第3回) 愛知.岡崎

8/28 岡崎練習会(2011年度第3回) 愛知.岡崎

8/28 赤塚・洞峰公園大会 茨城.

9/3 水都おおがき湧水ロゲイン＜日程＞ 岐阜.大垣

9/4 県民大会兼第27回金沢大学大会＜要項＞ 石川.金沢

9/4 埼玉・東京・千葉全日本リレー代表選考会兼第12回東京都選手権＜千葉の選考も兼＞ 埼玉.秩父

9/10 第17回フォトロゲ@昭島 東京.昭島

9/10 札幌OLC大会 北海道.石狩

9/10 三河OLC練習会(2011年度第2回) 愛知.豊田

9/10 第3回千葉大OLC杯＜要項＞ 千葉.千葉

10/11 2011年度第1回学連合宿＜要項＞ 静岡.富士宮

9/11 第18回フォトロゲ@昭島その２ 東京.昭島

9/11 第33回北大大会 北海道.北広島

9/11 石川県リレーセレクション＜要項＞ 石川.金沢

9/11 [JOA:B]パークOツァーin関西第3戦・滋賀大会＜要項＞ 滋賀.大津

Aiming
たそがれＯへの参加、ありがとうございました。
ところが、この報告のための８月号を作ろうとして、とんでもないことに気がついてしまいまし
た。３３３号となる７月号の発行を忘れてしまっていました。誰も何もいわないものだから、気が
つかずに８月になってしまっていました。欠号になったのは今まであったのかな？。僕が編
集に関わってからは欠号にした記憶がないのですが…。大阪ＯＬＣの「大輪言」が４００号を
迎えたので、ちょっと差が開いたなぁ。

※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。


