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KOLA たそがれオリエンテーリング大会 
２０１２年７月２８日 in 大泉緑地 

猛暑の中、少しは涼しさが戻る夕方に開催しているたそがれＯ。奥村さんの「Ｏ－ｎ

ｅｗｓ」の記事をもとに、紹介させて頂きます（手抜きですいません(--;)。 
-------------------------------------------------------------------------以下、Ｏ-newsの記事より。 

28日、全国的に猛暑に見舞われる中、
堺市も例外ではなかった。涼しくなる

時間帯を見計らってスタートする

KOLA たそがれオリエンテーリング
大会が、北区の大泉緑地を舞台に、40
人余りの参加者を集めて開催された。 

 
 年間 3 度のイベントを開催する KOLA（岸
和田オリエンテーリング協会）。今夏のたそが

れ-O は、昨年に続いてスコア-O で行われた。
関西各地、日中はまさしく酷暑で、誰がこのよ

うな中で走るのだろうかと思わせるような暑

さだったが、17 時過ぎの会場は木陰も伸び、
時おり吹く風に過ごしやすさを感じさせた。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

集まる参加者たち 

今回の運営者です 

MAのスタートです 

途中コントロール付近 
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まずＥカードのｱｸﾃｨﾍﾞｰﾄ 
フィニッシュの様子です。 

表彰式の様子です。 

点数間違い(>_<) 

じつは地図を印刷し終えてから、満点合計が間違えている

のを発見。大勢に影響ないとはいえ、申し訳ございません

でした。 

７９付近 
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 MA1位の石黒文康のルート。84を取らなかったのは駆け引きもあったようだ テレ
インの大泉緑地公園はフラットな林が広くを占め、特に南部は縦横無尽に走り回るこ

とができる。北部には比高 10m前後、あるいはそれ以下の丘がいくつか見られる。こ
の季節、日の当たる丘の上では下草が元気よく育っていた。  
 
 今大会では Bおよび Nクラスは 19、それ以外のクラスは 27コントロールが設定さ
れた。後者のうちMA以外のクラスは制限時間 30分、MAはその 5分後スタートの制
限時間 25 分とされた。得点はコントロール番号の下 1 桁で、1～9 点。遅刻は秒単位
を切り上げて 1分につき 3点減点。時間内に 27個すべて回れば 117点になる。最も高
得点のコントロール（79）は、地図が今回新規拡張されたエリアに置かれた。  
 
 MA は京大現役生（むねひろ☆パラダイス）、京大若手 OB、阪大関係者がそれぞれ
4人ずつで対抗戦をしようなどと盛り上がりを見せた。また、MAに対して 5分長い他
のクラスとの点数争いも注目された。結果、30 分のクラスでは M35 の上位選手が高
得点となったが、MA の選手がさらにそれを上回った。ロゲインと違ってタイムオー
バーの減点も厳しくはないため、これらのクラスの上位選手は 1 分遅刻で減点 3 のル
ールも加味した戦略が取られたようだ。また、見えている相手との駆け引きも生じる

中、紅萌会の石黒文康が、唯一 100点を上回る得点をたたき出した。  
 
 制限時刻を 18時に揃え、フィニッシュ閉鎖の 18:30を待たずに全員が帰還。表彰式
ではクラス別表彰と、恒例の KOLA杯の授与が行われた。KOLA杯は男子MA1位の
石黒、女子はWA1位の青柳紀子（OLCふるはうす）に贈られた。たそがれ-Oは撤収
の手際よさも特長で、19時過ぎにはスタッフたちも会場を後にした。  

-------------------以上 O-newsより   
表彰式のとき、片山さんが「スコ

アだと知らなかった。ＷＡで出て

いたらよかった」と悔やんでいま

した。ＷＡなら、優勝の青柳さん

をタイムで上回り、ＫＯＬＡ杯も

もらえたのにと本気で悔しがって

くれていました。 
こんなに、ＫＯＬＡ杯を楽しみにしてくれているなんて＼(^_^)／。 
次回の挑戦、楽しみにしています。 

ＫＯＬＡ杯獲得 
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MA
順位 名前 記録 (タイム) 所属
1 石黒　文康 103点 (減点6) 紅萌会 →81→92→82→73→77→83→85→75→87→79→93→97→94→103→74→72→78→95→76→88→105→104→96→F

2 松下　睦生 97点 (減点6) むねひろ☆パラダイス →81→92→82→73→77→85→83→75→87→79→93→84→97→94→103→74→72→78→76→95→88→105→F

3 奥村　理也 92点 (減点6) ウルトラクラブ →96→104→105→88→95→76→78→94→103→97→79→87→75→85→83→77→73→82→81→F

4 福田　雄希 91点 (減点6) →101→105→88→104→96→95→76→78→72→74→103→94→97→93→87→75→85→77→73→82→92→F

5 宮本　佳記 90点 (0:24:53) 朱雀ＯＫ →81→92→82→73→77→83→85→75→87→79→93→84→97→103→94→72→78→95→104→96→F

6 安中　勇大 87点 (減点6) むねひろ☆パラダイス →92→82→73→77→85→83→87→75→79→93→97→94→103→74→72→78→76→95→88→F

7 宇井　賢 84点 (減点3) むねひろ☆パラダイス →96→104→105→88→95→78→72→74→103→94→97→84→93→75→87→85→73→82→92→F

8 掘　裕多 80点 (0:22:38) 阪大ＯＬＣ →92→82→73→77→83→85→87→75→84→74→103→94→78→95→88→104→96→F

9 高椋　章太 73点 (0:22:53) 阪大ＯＬＣ →96→74→72→94→103→97→79→87→75→85→83→77→73→82→92→102→91→101→F

10 伴　毅 72点 (0:20:15) 京都ＯＬＣ →81→73→77→85→87→75→93→97→103→74→72→95→88→104→96→102→F

11 田中　宏明 70点 (0:24:11) むねひろ☆パラダイス →96→104→105→88→76→78→94→103→97→87→85→73→82→92→F

12 玉木　圭介 70点 (減点3) 大阪ＯＬＣ →102→92→81→82→73→77→85→83→87→75→79→93→84→91→74→103→94→72→96→F

13 木村　洋介 65点 (0:23:59) 大阪ＯＬＣ →92→82→73→77→83→85→87→75→93→97→94→103→74→104→96→F

14 小西　宏 61点 (0:23:22) 大阪OLC →81→92→82→73→77→83→85→87→75→79→93→97→84→91→102→F

15 野川　裕一朗 57点 (0:22:05) 阪大ＯＬＣ →96→104→105→88→95→76→78→94→103→74→84→F

16 植田　一太 56点 (減点3) →96→105→88→95→76→78→94→103→97→84→91→102→F

17 藤井　善浩 45点 (0:23:41) * →81→92→82→73→77→83→85→87→75→93→84→91→102→F

WA
順位 名前 記録 (タイム) 所属
1 青柳　紀子 52点 (0:28:10) ＯＬＣふるはうす →102→92→81→82→73→77→83→85→87→75→93→84→91→96→101→F

2 井戸　美菜 51点 (0:28:19) 実践女子大学 →81→92→82→73→77→83→85→87→93→84→91→102→96→104→101→F

3 谷　真里奈 49点 (0:29:27) →101→105→88→76→95→78→72→94→103→97→F

M35
順位 名前 記録 (タイム) 所属
1 城森　博幸 87点 (減点3) OLP兵庫 →102→91→92→81→82→73→77→83→85→87→75→93→84→97→103→94→72→78→76→95→104→105→101→F

2 小野田　敦 86点 (減点6) 京都ＯＬＣ →92→82→73→77→85→83→79→87→75→93→84→97→103→94→78→76→88→105→101→F

3 柴田　恭 74点 (0:28:08) OLCふるはうす →102→92→82→73→77→85→83→87→79→93→84→97→103→94→74→72→96→101→F

4 宮田　正明 74点 (0:29:08) →101→105→88→76→72→94→103→74→97→93→87→85→83→77→73→82→92→102→F

5 土屋　武 70点 (減点3) 愛知OLC →81→92→82→73→77→83→85→87→75→93→84→91→102→74→103→94→72→95→104→105→101→F

6 河合　利幸 55点 (0:24:18) OLCレオ →101→105→88→76→78→94→103→97→93→84→91→102→92→81→F

7 阪本　博 53点 (0:29:05) 大阪OLC →96→104→105→88→95→76→78→94→103→74→F
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W35
順位 名前 記録 (タイム) 所属
1 片山　保子 52点 (0:27:49) ＯＬＣふるはうす →102→91→84→93→87→75→85→83→77→73→82→92→96→101→81→F

M50
順位 名前 記録 (タイム) 所属
1 愛場　庸雅 78点 (0:29:38) OLCレオ →96→104→105→88→76→95→72→74→103→94→97→93→75→87→85→73→81→F

2 野澤　建央 78点 (減点6) 大阪OLC →101→96→104→105→88→95→72→94→103→74→84→93→87→75→85→83→77→73→82→92→81→F

3 中原　信一 48点 (0:28:22) 大阪OLC →101→105→88→95→76→72→94→103→74→96→104→F

M65
順位 名前 記録 (タイム) 所属
1 佐藤　政明 57点 (減点3) 大府市 →81→92→82→73→77→85→83→87→75→93→97→103→94→72→84→102→F

MJ
順位 名前 記録 (タイム) 所属
1 門村　直樹 28点 (0:26:22) ISOC →81→92→82→73→77→83→93→84→91→102→F

2 玉木　林哉 25点 (0:27:34) →81→82→92→102→91→84→93→74→96→F

3 村上　健太郎 18点 (0:23:02) ISOC →101→105→92→82→102→96→F

WJ
順位 名前 記録 (タイム) 所属
1 玉木　沙羅々 46点 (0:27:26) →102→91→84→93→75→87→85→83→77→73→82→92→81→101→F

2 西中　富唯実 32点 (減点9) ISOC →101→105→88→95→76→78→72→96→F

MB
順位 名前 記録 (タイム) 所属
1 小城　昌弘 50点 (0:31:18) 大阪ＯＬＣ →81→83→85→87→93→97→103→94→95→104→96→102→F

N
順位 名前 記録 (タイム) 所属
1 福井　陽貴 50点 (0:29:58) 九会小 →81→83→85→87→93→97→103→94→95→104→96→102→F

2 中島　桜 36点 (0:32:46) 大阪OLC →101→105→88→95→94→103→96→104→F

3 中島　遼 36点 (0:32:47) 大阪OLC →101→105→88→95→94→103→96→104→F

4 中島　信治 36点 (0:32:57) 大阪OLC →101→105→88→95→94→103→96→104→F

5 福井　みづき 29点 (0:29:02) →81→92→82→83→85→87→93→84→102→F

6 福井　有紀 26点 (0:28:15) →101→105→88→104→96→102→F
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ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

8/12 朝倉氏遺跡フォトO大会兼福井市民夏季大会 福井.福井

8/12 第64回石川県民体育祭大会 石川.

8/12 わいいち杯＠愛知＜要項＞ 愛知.新城

8/14 -16 トータスジュニア合宿＜要項＞ 山梨.北杜

8/19 平成24年度赤塚公園・洞峰公園大会 茨城.つくば

8/19 共和町大会＜要項＞ 北海道.共和町

8/25 大会運営全般研修会＜要項＞ 岡山.倉敷

8/25 -26 筑波杯2012&常陸野杯2012 栃木.日光

8/26 岡崎OL教室(2012年度第3回) 愛知.岡崎

8/26 大会運営における規程類の適用に関するセミナー 京都.京都

8/26 第5回愛知選手権兼全日本リレー代表選考 愛知.新城

8/30 -9/1 第10回世界ロゲイニング選手権 チェコ

9/1 東北大大会前日イベント(トレイルは[JOA]) 宮城.仙台

9/1-2 第25回ナイト＆デイ大会＜要項＞ 岡山.真庭

9/2 第35回東北大大会 宮城.仙台

9/2 オリエンテーリングを楽しもう 埼玉.滑川

9/8-9 山川キャンプ駒ヶ根2012 長野.駒ヶ根

9/9 [JOA:S]パークＯツアー関西in京都大会 京都.船井郡丹波町

9/15 第20回札幌OLC大会 北海道.札幌

9/16 第34回北大大会 北海道.札幌

9/16 [NG]ロゲイニングチャレンジ菅平高原大会2012 長野.茅野

9/16 -17 第26回全日本高等学校・中学校選手権(個人戦は東京都選手権共催) 埼玉、東京.

9/17 第13回東京都選手権 東京.青梅

9/17 北海道OL協会大会2012 北海道.千歳

9/22 ぐるぐるナビin奥多摩(基礎編 I ) 東京.

9/22 岩手県Oフェスタ(トレイルは[JOA]) 岩手.滝沢村

9/22 関東パークOツァー大会inさきたま古墳公園 埼玉.行田

9/22 SI講習会 東京.品川

9/23 第6回岩県大会 岩手.盛岡

Aiming
たそがれＯも無事終了。ご参加、ありがとうございました。今年の８月は、オリンピックで盛り上
がっていますが、オリエンテーリングも、競技として盛り上がれればいいですけどね。

※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。
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