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抜かれている？！ 

大阪城のパーマネントコントロール 
２０１３年８月３１日 横田実 

 
 大阪府協会で管理しているパーマネントコースは、過去いろいろあったのですが、

現在、きっちりと利用できるコースは、７コースほどになっています。 
 その中で、利用しやすい場所といえば、

公園内に設置されているパーマネントコ

ース。山の中と違い、比較的安全な公園

内ということで、子どもだけでも回りや

すくなっています。大阪府下では、大阪

城公園・鶴見緑地・大泉緑地・服部緑地

の４つの公園で設置されていて、利用さ

れています。 
 ところが困ることは、時々

そのコントロールが、府協会

への連絡なしに撤去されてい

ること。特に、大阪城公園は、

昨年から８つものコントロー

ルがなくなっています。 
 原因は、設置している大阪

市内部の引き継ぎが上手くい

っていないことのようです。

現在、大阪城公園のパーマネントコースは、大阪ＯＬＣが管理しているので、大阪Ｏ

ＬＣとして撤去の事情を公園事務所いって聞いてきてくれました。その内容を、阪本

さんの文章を転記して、報告しておきます。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 まず現況ですが、大阪城公園では現在設置者不明の器物を順次撤去しているとの 
ことで、PC ポスト撤去もその一環のようでした。 
（ただし撤去の判断は公園事務所だけでなく本庁の担当部局でも行っており、その場

合は公園事務所としては撤去の件は事前にはわからないということでした）。 
 

設置されているコントロール 

みんなで、地図を見ながら回ります 



 そこで、当方から、PC コース

の設置主体が大阪市であること

を示しました。 
大西さんが PC コース開設時の

大阪市発行のプレスリリースを

持っておられ、それが有力な証

拠となって、公園事務所の方に

は理解していただきました。 
重ねて、「市民の便利のために」

ということで PC コースの存続を強くお願いしました。 
 公園事務所としては早急に本庁の関係先に状況を確認するということで、昨日の 
協議はお開きとなりました。なお、撤去済みのポストの復活の要望も出してみたので

すが、撤去を外部業者に委託しているためポストの現物が既に処分されているであろ

うということ、また改めてポストを作成する予算はないということで公園事務所側に

は難色を示されました。                                     ［以上 転記内容］ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 なんとか、これ以上の撤去が進まず、利用できることを望みます。大阪市さん、よ

ろしくお願いします。 
 

 

シートの上に乗っ

てるだけのコント

ロールも。 



ResultsResultsResultsResults 上位３人の平均に対する相対(%)

タイム 巡航速度 ミス率

2013/08/24　駒ヶ根高原大会2013初日ミドルat駒ヶ根高原南割

middle1(出走101名) 3.9km ↑300m

1 長縄　友晃 0:35:41 静岡OLC

2 杉村　俊輔 0:37:02 東北大OLC

3 櫻本　信一郎 0:40:05 京葉OLクラブ

48 永瀬　真一 1:06:18 ＫＯＬＡ 148.1% 144.8% 24.1%

middle2(出走58名) 3.0km ↑240m

1 井出　恵理子 0:43:06 朱雀ＯＫ

2 小泉　辰喜 0:46:04 東京ＯＬクラブ

3 山本　賀彦 0:48:40 ＯＬＰ兵庫

20 村橋　和彦 1:04:18 ＫＯＬＡ 127.2% 148.6% 11.5%

2013/08/25　駒ヶ根高原大会2013　２日目JOA公認ミドルat駒ヶ根高原

Ｍ３５（出走28名） 4.5km ↑205m

1 小泉　辰喜 0:46:04 東京ＯＬクラブ

2 宮城島俊太 0:50:37 かすいち倶楽部

3 小林　岳人 0:51:18 ＥＳ関東Ｃ

13 永瀬　真一 1:06:10 ＫＯＬＡ 123.6% 115.7% 21.5%

Ｍ６５（出走22名） 4.5km ↑205m

1 河村　健二 0:54:01 横浜OLクラブ

2 鹿野　勘次 0:54:42 岐阜OLC

3 尾上　俊雄 1:02:52 OLP兵庫

5 村橋　和彦 1:05:32 ＫＯＬＡ 110.6% 120.9% 14.2%

14 前田　春正 1:18:21 ＫＯＬＡ 132.2% 138.9% 18.0%

2013/08/25　駒ヶ根高原大会2013　２日目JOA公認スプリントatアルプスの丘2013

Ｍ３５（出走23名） 2.3km ↑100m

1 森　竜生 0:21:27 横浜OLクラブ

2 福田　雅秀 0:22:06 川越OLC

3 福原　正三 0:22:59 川越OLC

14 永瀬　真一 0:28:43 ＫＯＬＡ 120.6% 109.2% 24.1%

Ｍ６５（出走17名） 2.1km ↑100m

1 鹿野　勘次 0:25:19 岐阜OLC

2 佐藤　政明 0:27:31

3 児玉　拓 0:28:29 多摩OL

6 前田　春正 0:30:23 ＫＯＬＡ 108.8% 112.6% 12.4%

8/24の夜は、宿泊し

たホテルから花火大

会を観覧。



世界選手権大会の新フォーマットについて 
2013 年 8 月 28 日 

強化委員会 尾上秀雄 
 IOF 主催で行われる大会は、オリエンテーリングの目指す方向を示し、社会的認知

度を高めるためにも重要なものです。その中でも中心となる世界選手権をより魅力的

でエキサイティングなものにするために、5 年前頃からプロジェクトが発足し、IOF
の理事会・委員会はもちろん、選手・コーチ、各国の加盟組織などからの意見や議論

を踏まえて新フォーマットの案作りが進められてきました。  
 新フォーマット作成の過程では、  
•従来の 8 日間という期間を守ること 
•TV 放映を考慮してすべての日をメダルイベントにすること 
•男女混合競技を作ること 
 などが重要視されました。  
まずミドル、ロング競技の予選を無くして決勝のみにするという変更が決定されまし

た。次にそれに伴い、決勝に出られる選手の枠をどのように割り当てるかという点が

議論となり、各案に対し過去のデータを使ってのシミュレーションによる検討が繰り

返されました。ここでは主として  
•各国の強さのバランスが適切に反映されること 
•中堅・途上国の発展を促進する方向であること 
◦各国最低 1 名の出場枠を保証 
◦出場枠を固定化しない 
◦各国の次点以下の選手の可能性・動機付け 
•リレーの出場国数を減らさない 
などが重要視されました。その結果、従来は 45 名が出場していたミドル、ロング競技

の決勝が、70～80 名の選手が出場するものになりました。  
 そして最終的に IOF の理事会で決定された内容が、今年 7 月のフィンランドでの世

界選手権の時に各国に紹介されました。すでに IOF の Web にも掲載されていますが、

英語でわかりにくいので解説資料を作りました。内部での説明用に作ったスライドの

ままで文章になっていませんが、お分かりいただけるものと思います。  
 
選手のみなさんはこれを機に新たな目標設定をして挑戦してください。その他のオリ

エンティアのみなさんは、ますますエキサイティングになる大会をお楽しみに、また

そこで活躍する日本選手にご期待ください。  



平成 2５年度

第２２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 25 年 12 月 15 日（日） 雨天決行・荒天中止

競技場所 東京都日の出町、あきる野市 2000 年多摩オリエンテーリングクラブ作成「平井」の一部

今回利用するエリアの一部は、2011 年 1 月開催のジュニアチャンピオン大会にて一部利用済

競技会場 東京都 日の出町立平井中学校

競技開始 10 時 30 分

交通機関 公共 ： JR 五日市線「武蔵増戸」駅下車 徒歩 35 分 別途バス便有（プログラムにて案内）

自動車： 首都圏中央連絡自動車道「日の出」IC より 4km 日の出町役場駐車場 より徒歩 5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」による

地 図 縮尺 1: 10,000、等高線間隔 5m、通行可能度 4段階表示、A4 判

計 時 EMIT 社製電子パンチシステム

主 催 (公社)日本オリエンテーリング協会（JOA）

大会コントローラ：伊藤清 アシスタント大会コントローラ：松本剛

主 管 東京都オリエンテーリング協会

競技責任者：荒井正敏 コース設定者：齋藤宏顕

後 援 文部科学省、(公財)健康・体力つくり事業財団、(公財)日本体育協会、東京都、日の出町

朝日新聞社 (日の出町は申請済、そのほかは申請中)

協 力 東京たま広域資源循環組合

協 賛 森永乳業株式会社、株式会社中村農園 (申請中)

大会ウェブサイト http://jroc2013.jimdo.com/
テレインプロフィール

今回利用するテレインは、比較的平坦な尾根道のある主尾根とそこから分かれる尾根と沢により構成され
ています。尾根及び沢の斜面は、急峻な部分を含んでいます。通行可能度は、良好な部分から困難な部分
まで全般的に見られます。尚、テレインは、直近では 2011 年 1 月、多摩オリエンテーリングクラブ開催
のジュニアチャンピオン大会で利用されたテレインを一部含んでいます。
また、ビジブル区間以外にも、コースの途中で誘導区間がありますので、留意願います。

参加規定 １.選手権クラスへの参加は、JOA 加盟の都道府県協会（以下「正会員」）とします。
２.選手権の各クラスへ、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（ふるさと登録含む）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、各クラス 2 名以内とします。ただし、同一クラスに複数のチームが参加する

場合は、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同一クラスの他のチームおよび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、同一ブロック内もしくは隣接する複数の正会員に
よる連合チームも参加できるものとします。

７.正会員ではない都道府県協会からは、選手権クラスへの参加は認められません。但し、正会員でない
県に所属する競技者は同一ブロック内に属する正会員または隣接する正会員に所属するものとして
参加することができます。

選手権クラス
注）
１.年齢は平成26年 3月 31日ま

でに達する年齢です。
２.女性選手は、M クラスにも出

場できますが男性選手と同
じ年齢構成とします。

３. XV 及び XJ 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。左記表中の時間は、

各走区最速所要時間の合計です。

５．各チームは3名で構成されます。

クラス名 年齢構成 優勝設定時間

ME
WE
MS
WS
MJ
WJ
MV
WV
XV

XJ

男子日本選手権

女子日本選手権

シニア男子選手権

シニア女子選手権

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

リトルジュニア選手権

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

男性 65 歳以上

女性 50 歳以上

15 歳以下

１３５分

１２０分

１３５分

１２０分

１３５分

１２０分

１３５分

１２０分

１２０分

８０分



参加申込（必ず下記手続き順に従って申込んでください。）
(１)選手権申込：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 25 年 11 月 5 日（火）送信・消印有効
連合クラス登録期限：平成 25 年 11 月 12 日（火）送信・消印有効
選手登録期限 ：平成 25 年 11 月 12 日（火）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)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
ください。

走順登録期限 ：平成 25 年 12 月 12 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：〒150-8050 東京都渋谷区神南１－１－１ 岸記念体育会館内
（公社）日本オリエンテーリング協会「全日本リレ－大会」係

TEL 03-3467-4548 FAX 03-3467-4549 E-mail entry@orienteering.or.jp
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 テクニカルミーティング
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、競技説明、質疑等
期 日 平成 25 年 12 月 14 日（土） 14:00～16:30 （予定）
会 場 立正大学 大崎キャンパス内
交 通 JR 山手線「大崎」駅下車 徒歩 5 分

表彰式
表彰は、大会当日競技会場にて行います。
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 ME 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 4 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
点を構成する会員数で割った点数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っ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、様式は必ず守ってください。
・申込については、別途配布する申込補足も参照ください。
・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）と共に申込時に JOA 事務局までにお申し込みください。
・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

は第三者に与えた損傷、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目的での事前立入を禁止します。
・Ｅカードは主催者で準備をします。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。
・大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・ビデオ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は、主催

者に属します。
・ドーピング検査を実施する可能性があります。検査対象になった参加者は役員の指示に従ってください。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ウェブサイトをご覧ください。
http://www.orienteering.or.jp/AD/

その他
トレーニングコースは特に設けません。前日イベント（http://www.orienteering.com/~ymoe/index.html）等に

ご参加ください。
詳細は大会ウェブサイト（http://jroc2013.jimdo.com/）、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

9月14日 森林公園OLを楽しもう 埼玉.滑川町

9月14日 第6回岐阜県民スポーツ大会 岐阜.岐阜

9月14日 チャレンジ！ナビゲーション2013 埼玉.飯能

9月14日 松本ロゲイニング2013 Autumn stage 長野.松本

9月14日 第36回東北大大会前日大会 宮城.仙台

9月15日 第36回東北大大会 宮城.仙台

9月15日 みえスポフェス2013大会 三重.

9月15日 第25回東工大OLT杯 栃木.鹿沼・宇都宮

9月16日 [JOA]トレイルOのつどいin岩手(スプリントあり) 岩手.花巻

9月16日 スマフォトロゲイニングin広島 広島.広島

9/21 -22 チャレンジ！ナビゲーション2013 静岡.富士

9/21 -23 2013北海道アウトドアフェスティバル(OL(Park-O Hokkaido 第４戦)、トレラン、ロゲイン北海道.虻田郡

9月22日 トレイルO普及員養成講習会 岩手.滝沢村

9/21 -23 第27回全日本高等学校・中学校選手権大会（中日東海ブロック大会併設） 静岡.富士宮、富士

9/22 -23 第55回中日東海ブロック大会兼静岡県民大会 静岡.富士宮

9月23日 ぐるぐるナビ地図読み講習会基礎編 II in五日市 東京.

9月28日 京都OLC40周年記念大会兼パークOツァーin関西 京都.南丹

9月28日 県協会大会運営研修会(コース設定～EMIT、計セン編) 岡山.新見

9/28 -29 第35回北大２日間大会(2日目[JOA:B]) 北海道.千歳

9月29日 第29回埼玉県協会大会(東京都選手権兼全日本リレー代表選考会)

9月29日 関東学連新人戦 1月0日

9月29日 三河高原トレイルランニング2013 愛知.新城

9月29日 第42回福井市民スポレク大会 福井.福井

9月29日 京都府民大会 京都.京都

9月29日 高塔山公園大会 福岡.北九州

9月29日 第27回新潟大大会

9月29日 あのうロゲイニング 三重.津新町

10月5日 安心登山のための読図とナビゲーションスキル(中級編) 静岡.

10月5日 第2回フォトロゲイニングinMINE

Aiming
この大会情報は「森を走ろう！」サイトを利用して作成しています。

横田氏、初めてのコントローラを、京大京女大会で行っています。チェック項目が多くて、いろいろ勉
強になります。大学生の人たちも、頑張っているので、良い大会になるでしょう。


