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大会
報告

あの京都大学内を走り回れ！

横田 実

平成 24 年 10 月 20 日 第１７回京都大学京都女子大学大会前日イベント
山中教授が ips 細胞の研究で
ノーベル賞をとったという
話題がホットな中、その京都
大学内外を使って行われた
前日イベント。存分に、大学
内を走り回りました。

物の入り組んだ大学構内ならで
はのポイントとなっています。
うまく回って、出入りを少なくする
ことが必要ですね。

吉田山からのスタート
今回は、翌日行われる大会の前日
イベントとして、京都大学を利用し
て行われたイベントＯ。中山教授の
ホットな話題もあり、興味津々と生
徒ともに参加しました。

サブメニューで
サブメニューとして、メインレー
スの後に、大学構内のみを使うフリ
ーポイントＯも企画され、それにも
参加しました。メインレースのとき
に使った構内なので、イメージを作
りやすく、どう効率よくまわるかが
フリーポイントの鍵になってきま
す。

(文責:KOLA 横田実)

（スタート地区にて）

（フリーポイントスタートの様子）
ところが回るときに、うっかりコン
トロールを１つ飛ばしてしまい、痛
恨のペナになってしまいました。フ
リーのときは、コントロール取得に
関する注意力が大切ですね。
（受付の様子）
残念ながら、ips 研究所は会場と
は別の構内だったため目に触れる
ことはなかったのですが、それでも
広い構内を隣の吉田山を組み合わ
せてのコースを組んで、楽しませて
くれました。

アングルの突き刺さらない場所
への設置には、ペットボトルを活
用してたててあります。

（文責：横田実）

通過可能箇所を探せ
吉田山の公園からスタートをし
て、山の中のコントロールをいくつ
かチェックして、大学内へ。吉田山
は、神社の境内は競技では使えない
ため、北部を使ってのコース取りと
なっていました。
大学構内に入ると、建物が入り組
んでいて、どこをどうやって回り込
むかが時間を短縮する大きなポイ
ントとなってきます。校舎のまわり
にも、少しの隙間で通り抜けができ
たり、通り抜けができそうでも、よ
く見ると黒線があり抜けられない
場所や、現地に行ってみて階段があ
り抜けられなかった箇所もあり、建

orienteering magazine 2011.10

1

大会
報告

地域の方の炊き出しで感激

横田 実

平成 24 年 10 月 21 日 第１７回京都大学京都女子大学大会
１９８２年の第１回大会よ
り、ちょうど３０周年を迎え
る京大大会。天候にも恵まれ
た大会で、みんな楽しみまし
た。
３０周年記念大会

走りやすいテレイン
宣伝文句通りの走りやすいテレ
インと読みやすい地図で、気持ちよ
く回れました。公式サイトには、上
位者のルート図も載っていて、レー
ス後にも楽しめるようになってい
ます。

『今回は 1993 年インカレロング
使用テレイン「あいの土山」を、ミ
ドル競技用に完全リメイク。テレイ
ンの 9 割以上が視界良好、関西で最
も爽快なテレイン』という宣伝文句
で開催された今大会。新名神甲賀土
山 IC より 15 分という場所で、車で
の交通の便もよく、和泉市からも２
時間弱で到着。今回は、生徒３名を
連れての参加です。

地図の渡し間違い
残念だったのが、生徒を ON クラス
で参加させたのですが、スタートで
地図を渡し間違いがあったこと。地
図の確認は参加者の責任ですが、初
心者ほどしっかりと主催者が確認
してあげないと思わぬことになっ
てしまいます。OA の地図を渡され
たのだが、途中で他の部員と一緒に
なって回ったためなんとかまわっ
てこれましたが。次回は、自分で確
認するようにこちらでも指導して
いきます。

待ち時間を使ってコンパスワーク

待ち時間を使ってコンパスワーク

自治振興会も協力
地元の山内自治振興会も協力し、
収穫したばかりの近江米のおにぎ
りや、具だくさんのみそ汁を参加者
に振る舞ってくれていました。地方
紙の記事によると、「住民約１００
０人の山内地区に３００人も来て
くれ、みんな張り切っている」歓迎
の言葉が載っていました。やはり、
地元の土地を利用させていただく
オリエンテーリングでは地域の方
の協力が不可欠なので、このような
協力は大歓迎です。
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Result

上位３人の平均に対する相対(%)
タイム 巡航速度 ミス率

2012/09/1 第25回ナイト＆デイＯＬ２日間大会ナイトat落合総合公園
MA(参加5名)
1 永瀬 真一
0:23:44 ＫＯＬＡ
82.8%
2 新見 和教
0:30:00 緑外会
3 長谷川誠二
0:32:15 愛知県岩倉市
MAS(参加3名)
1 村橋 和彦
0:38:35 ＫＯＬＡ
97.2%
参 前田 春正
0:39:41 愛知OLC
2 川端 勲
0:40:49 北九州OLC
2012/09/2 第25回ナイト＆デイＯＬ２日間大会デイat落合総合公園
MA（参加5名）
1 大江 恒男
0:41:29
2 城森 博幸
0:47:10
3 新見 和教
0:47:36
4 永瀬 真一
0:49:57 ＫＯＬＡ
110.0%
MAS(参加4名)
1 村橋 和彦
0:59:54 ＫＯＬＡ
87.4%
2 前田 春正
1:08:27 ＫＯＬＡ
99.9%
3 佐藤 康行
1:17:18 北九州OLC
2012/09/07 パークＯツアーin関西2012京都大会at丹波自然運動公園
MA（参加36名）
3.4km ↑100ｍ
1 松澤 俊行
0:19:22 阪大OLC
2 福井 直樹
0:21:02 朱雀OK
3 片山 裕典
0:21:18 鞍部同好会
19 平山 友啓
0:26:30 ＫＯＬＡ
128.8%
Ｍ35（参加11名）
3.1km ↑100ｍ
1 城森 博幸
0:22:38 大阪大学OB
2 永瀬 真一
0:24:17 ＫＯＬＡ
99.9%
3 坂谷 日出男
0:26:01 OLP兵庫
8 横田 実
0:29:01 ＫＯＬＡ
119.4%
Ｍ35（参加11名）
2.2km ↑40ｍ
1 鹿野 勘次
0:16:02 岐阜ＯＬＣ
2 佐藤 政明
0:20:24
3 磯部 貞夫
0:21:22 OLP兵庫
4 前田 春正
0:21:34 ＫＯＬＡ
111.9%
6 村橋 和彦
0:24:28 ＫＯＬＡ
127.0%
2012/09/15 大阪府オリエンテーリング協会合宿１日目at椛の湖
ロングレッグ＋ショートレッグ（出走21名）
1 松澤 俊行
0:23:14 松塾長
2 福井 直樹
0:27:49 阪大OLC
3 津高 剛
0:32:51 阪大OLC
10 永瀬 真一(2回目 0:39:38 ＫＯＬＡ
141.7% 121.3% 21.5%
14 横田 実
0:51:16 ＫＯＬＡ
183.3% 176.7%
9.6%
16 前田 春正
0:57:21 ＫＯＬＡ
205.1% 205.0%
8.3%
永瀬 真一(1回目 disq
ＫＯＬＡ
135.8%

Result

上位３人の平均に対する相対(%)
タイム 巡航速度 ミス率

2012/10/07 第6回名大椙大オリエンテーリング大会２日目at作手高原・巴山
M21AS(参加13名)
4.7km ↑550ｍ
1 樽見 典明
1:02:07 名大OB
2 中村 陽二
1:20:11 京大OLC
3 中島 克行
1:29:08 静岡OLC
7 平山 友啓
1:46:30 ＫＯＬＡ
138.1% 127.8% 19.3%
M65A(参加3名)
1.7km ↑135m
1 小幡 昭次
0:31:09 三河OLC
2 佐藤 政明
0:34:36
3 岡野 英雄
0:36:37 愛知OLC
5 前田 春正
0:38:44 ＫＯＬＡ
113.5% 104.1% 13.2%
2012/10/13 松塾主催・前日練習会at水別
（参加18名）
2.4km
参 松澤 俊行
0:26:20
2 長谷川 望
0:29:48
3 種市 雅也
0:29:55
12 村橋 和彦
1:00:23 ＫＯＬＡ

210.5%

170.9%

21.5%

2012/10/14 中日東海ブロックオリエンテーリング大会at水別
MA（参加53名）
7.2km ↑430ｍ
1 寺田 啓介
1:11:53 朱雀OK
2 立川 悠平
1:12:07 新大OLC
3 北 翔太
1:12:18 金大OLC
42 平山 友啓
1:57:59 ＫＯＬＡ
163.6%
Ｍ65A（参加25名）
3.1km ↑170ｍ
1 小笠原揚太郎
0:45:22 東京OLC
2 鹿野 勘次
0:47:22 岐阜OLC
3 村橋和彦
0:50:45 ＫＯＬＡ
100.3% 110.2%

8.0%

2012/10/20 第17回京大京女大会前日イベントat吉田山＆京大キャンパス
Long（出走73名）
3.5km ↑35m
1 真保 陽一
0:23:28 東京大学
2 尾崎 弘和
0:25:34 麻塾
3 石黒 文康
0:26:42 紅萌会
52 永瀬 真一
0:38:21 ＫＯＬＡ
151.9% 146.7% 15.7%
61 横田 実
0:40:48 ＫＯＬＡ
161.6% 153.2% 17.2%
Short（出走19名）
2km
↑25m
1 西田 智代美
0:28:58
2 金子 世玲那
0:32:30 京大OLC
3 木野 結
0:34:22 京大OLC
5 村橋 和彦
0:40:03 ＫＯＬＡ
125.4% 102.5% 48.0%
フリーポイント(出走59名)
1 谷川 友太
0:12:06 ＯＬＣルーパー
2 五百倉 大輔
0:12:48 京大ＯＬＣ
3 鹿島 勇
0:13:02 筑波大ＯＬ愛好会
21 永瀬 真一
0:16:05 ＫＯＬＡ
127.2%
37 村橋 和彦
0:23:42 ＫＯＬＡ
187.4%

第２８回
ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会

【受付時間】９：４５～１０：３０
トップスタートは１０：４５の予定です。
【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

【 開催日 】２０１３年１月３日（木）
【パンチ器具】EMIT の E カード使用
【主
【後

催】岸和田オリエンテーリング協会
援】大阪府オリエンテーリング協会
【地

【集合場所】堺市大仙公園 公園事務所前
正面入口より黄色テープ誘導あり。
【

交通 】ＪＲ阪和線「百舌鳥」駅より徒歩５分
車の場合は、大仙公園仁徳御陵駐車場をご利用ください（最大 600 円）

図】ＫＯＬＡ作成「大仙公園」
（JSSOM 準拠）プリンタ出力
縮尺：1/5,000 等高線間隔 2m 走行度 4 段階 コース印刷済み

【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】２０～２５分を予定
【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。
【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］

【振込先，申込方法】
・ ゆうちょ銀行 店番：099 （〇九九 店）種別当座：当座 口座番号：0014158
・ 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
・ 郵便局で郵便振替で、振り込む場合、
「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）
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
Ｅメールまたは振替用紙の通信欄(郵便局で郵便振替用紙で、振り込む場合)で
以下のことをお知らせください。
E-mail kola_osaka@yahoo.co.jp
（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

【申込み〆切】 ２０１２年１２月２０日（木） 必着
※ １２月２０日中にＥメールなどで連絡をいただいていれば結構です ※
【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 → kola_osaka@yahoo.co.jp【強く推奨】
Twitter → kola_osaka
ウェブサイト → http://www63.tok2.com/home2/kola/

【その他】
・プログラムの送付は行いません。
１２月２６日頃にホームページ http://www63.tok2.com/home2/kola/に掲載します。
・事前申込者のスタート時刻は事前指定します。
・大会当日、公園内には一般の利用者がおられますので、他の方の迷惑となる行為は
禁止します。また、競技中も接触事故等の無いように十分に注意してください。万
一事故等のあった場合は必ず本部に報告して下さい。
・競技地図に表記されている、保全地域、花壇等の立入禁止区域ならびに通行禁止ル
ートには、絶対に立ち入らないでください。
・大会参加者は、自分自身の健康状態を十分に考え、自分の責任で参加して下さい。
競技中に負傷された方のため、本部には救急箱を置いてあります。
・団体傷害保険には加入する予定ですが、補償には限度があります。
・貴重品は各自で管理してください。
・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。
・金属製ピンつきシューズは禁止します。
・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。
結城克哉さん、間中千尋さん、 石黒文康さん、青柳紀子さん、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。
・今大会の成績や報告はホームページに公開します。大会で撮影した写真なども
利用します。記載に関する要望については、主催者にご連絡ください。

ＯＬカレンダー
年月日
11/24

大会名ほか
光オリエンテーリング大会兼山口県スポレク大会

場所
山口.光

11/24 -25

オリエンテーリングｉｎ朝霧・[NG]朝霧ロゲイニング

静岡.富士宮

12/1

日本学生選手権ロング＜要項＞

神奈川.南足柄

12/2

[NG]みろくロゲイニング

香川.

12/2

第2回あしがら金太郎の里大会(インカレロング、東日本大会)

神奈川.南足柄

12/2

東日本大会

神奈川.南足柄

12/2

日本学生選手権ロング

神奈川.南足柄

12/2

明日香村ロゲイニング

奈良.明日香村

12/2

平成24年度光と風の丘公園OLの集い＜11/18から12/2へ日程変更＞ 茨城.美浦村

12/8

第10回OSJロゲイニングin鎌倉

神奈川.鎌倉

8/9

地図調査講習会＜日程＞

北海道.北広島

12/9

関東パークOツァー草加公園大会

埼玉.草加

12/9

第19回東山36峰マウンテンマラソン

京都.京都

12/9

平成24年度トレイル＆パークO大会

岡山.加茂郡吉備中央町

12/15

パークＯツアー関西in大阪府大会

大阪.吹田

12/15

第3回京都里山トレイルラン

京都.京都

12/15

沖縄ロゲイニング2012首里大会

沖縄.

12/15 -16

第7回横浜シティロゲイン(同内容で２日開催)

神奈川.横浜

12/16

LOCO ROGAINE 大阪 2012 Winter

大阪.大阪

12/16

第29回ウェスタンカップリレー大会

大阪.枚方

12/16

岡崎OL教室(2012年度第4回)

愛知.岡崎

12/16

埼玉協会大会

埼玉.越生町

12/22 -24

スキーOクリスマス合宿

山形.蔵王

12/23

第25回フォトロゲ＠川越

埼玉.

12/23

関西学連ミドルセレクション

奈良.奈良

12/23

東海学連ミドルセレクション＜要項＞

愛知.豊田

1/2

第29回七福神OL大会

東京.青梅

1/3

第28回KOLA新春OL大会＜要項＞

大阪.堺

1/5

第24回東海クラブカップリレー＜要項＞

静岡.掛川

※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。

Aiming
２日間連続であった京大大会。大学を使った地図も楽しめたし、土山の地域の方の協力にも
感激しました。こういう、協力ができていければいいですね。
新春大会の前には、パークＯやウエスタンカップもあります。みんなでがんばりましょう。

