岸和田オリエンテーリング協会
［事務局］〒５９６－００４４
岸和田市西之内町４６－１２
寺田 強（℡072-443-4904）
第３６１号 2013年11月11日発行

［KOLA-HP］http://www63.tok2.com/home2/kola/

-1-

[E-mail] kola_osaka@yahoo.co.jp

六甲山でのロゲイニング
2013 年 11 月 3 日
横田実
六甲で行われたロゲイニング大会。去年に引き続き行われ、六甲山のイベントとし
て毎年恒例行事にという意向もあるようですね。
そもそも、ホールアース自然学校の大武さんに「ロゲイニングの時のアドバイザー
を頼めないか」という依頼が大阪府協会にきたのがきっかけになり、僕も地図読み講
習会の講師として招いていただいたこともあったのだが、去年は本番には参加出来ず
に残念な思いをしていました。今年は、なんとか日程もあったので、スキー野外活動
部部員４人を連れて、５人チームでの参加となりました。
さて当日は、生憎の雨模様。
受付のときまではなんとか降
らずにもっていたものの、地
図を配布され、作戦タイムに
なったころに降り出して、結
構本降りになってしまいまし
た。傘やカッパ、はたまた濡
れるのを覚悟で参加者は走っ
てスタートをきりました。し
かも、その時点では霧が濃くて、視界が 30m ほどしかない状態。晴れていればすんな
り見つけられる池向こうのポイントも、少しうろうろしてしまいました。
六甲山ロゲイニングの醍醐味は、開催されている芸術祭・ミーツアートとの連携に
よるポイントです。ポイン
ト位置のいくつかが、この
芸術作品となっていて、ポ
イントを巡ると芸術作品を
鑑賞もできるという趣向に
なっています。しかし、こ
れがしっかり見ていないと
わかりづらい。各施設の中
に入っているので、地図で
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正確に位置が記入していても、そこに至るまでの細かい道筋がわからず、うろうろし
てしまいました。実際には、別紙の芸術祭案内を見ると、施設のどの部分にあるかは
わかるのですが。
今回は、生徒と一緒にチームを組んだため、走って回ると言うよりは、昼食時間も
取ってゆっくり歩いて回ったため、成績は 225 点と男子チームの中では 10 チーム中の
9 位。最高点は、混合チームで参加していたチームがだした 600 点越えだったので差
は歴然ですが、雨の中でしたがいろいろと楽しめました。

最後は、景品をかけた
じゃんけん大会も(^^)/
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Results

上位３人の平均に対する相対(%)
タイム 巡航速度 ミス率
2013/10/6 第7回名椙大大会ロングat水別・田原
M65A（出走15名）
2.1km ↑110ｍ
1 村橋 和彦
0:30:58 ＫＯＬＡ
91.0% 100.8% 5.1%
2 岡野 英雄
0:32:20 愛知ＯＫＣ
3 塚本 元朗
0:38:46
6 前田 春正
0:43:18 ＫＯＬＡ
119.1% 115.6% 21.7%

2013/10/13 2013年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ロング
at奇跡の森 山宮・北山
ＡＬ（出走55名）
5.1km ↑155m
1 加藤 弘之
0:35:51 ES関東C
2 松田 悠太郎
0:43:08 東海中学校
3 大江 恒男
0:44:12 OLP兵庫
29 平山 友啓
0:57:38 ＫＯＬＡ
127.5% 124.5% 18.6%
ＡＳ（出走38名）
3.9km
↑105m
1 宮本 樹
0:35:21 京葉ＯＬクラブ
2 市脇 翔平
0:35:46 紅萌会
3 多比羅 大
0:37:31 千葉大学オフィシャル
24 村橋 和彦
0:59:03 ＫＯＬＡ
140.9% 139.1% 22.3%
2013/10/14 奇跡EXミドルdays2at奇跡の森 山宮・北山
ＡＬ（出走125名）
5.4km ↑115ｍ
1 村越 真
0:38:56 静岡OLC
2 長谷川 望
0:40:20 東海高校
3 稲森 剛
0:43:14 東海高校
40 平山 友啓
0:58:43 ＫＯＬＡ
129.6% 132.9%

17.3%

ＡＳ（出走38名）
参 小林 遼
参 小泉 成行
参 内藤 愉孝
1 小泉 辰喜
15 村橋 和彦

3.9ｋｍ
0:31:39
0:32:00
0:38:51
0:40:17
0:59:33

↑160m

丘の上
ＫＯＬＡ

166.8%

153.9%

17.4%

2013/10/27 関西学連第２回定例戦兼新人戦
MAS（出走16名）
3.2km ↑280m
1 山下 智弘
0:56:57 京都OLC
2 小野田 敦
0:57:52 京都府OL協会
3 河合 俊幸
1:04:02 OLCレオ
5 横田 実
1:13:03 ＫＯＬＡ
116.0%
8 村橋 和彦
1:37:26 ＫＯＬＡ
154.7%

109.7%
122.0%

18.8%
31.9%
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【

駐車場よりテープ誘導あり）

集合場所

車の場合は、南港中央公園の駐車場が便利です。
（駐車料金は、１日７００円）
駐車場よりテープ誘導あり

交通 】大阪市営交通・南港ポートタウン線
「ポートタウン東」駅下車徒歩 10 分
駅よりテープ誘導あり（必ずテープ誘導に従ってきてください）

【集合場所】大阪市 南港中央公園
（ポートタウン東駅 および

【 開催日 】２０１４年１月３日（金）
【主
催】岸和田オリエンテーリング協会
【後
援】大阪府オリエンテーリング協会

ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会

第 29 回
スプリント競技

ナイト大会
(2007年からはたそがれ)
Ｍクラス
Ｗクラス
Ｍクラス
Ｗクラス
奥村 理也 吉村 加代 山平 拓也 桑野 文
中村 貴史 吉岡 康子 小林 康浩 藤田 沙織
原 昇司
若木 まりも 寺岡 孝
藤田 沙織
澤地 未来 松本 知佐子 板谷 日出男 松本 知佐子
小林 康浩 加納 尚子 梅本 匠
林 加奈
池 陽平
坂本 涼子 佐藤 一平 （該当なし）
鈴木 陽介 岩水 加代子 栄森 貴久 田川 雅美
野本 圭介 北川 仁美 西田 陽一 吉田 蛍子
川北 洋平 河﨑 千里 大西 康平 石川 実起
和久田 好秀 鳥羽 都子 福田 雄希 岡部 悦子
結城 克哉 間中 千尋 石黒 文康 青柳 紀子
福井 直樹 野澤 麻乃 松下 睦生 関谷 麻里絵
新春大会

【表

ＫＯＬＡ杯とは？
男女最上位クラスに参加している方で、過去 12 年間にＫＯＬＡ杯を受
賞していない成績最上位者に授与されるもので、
「ＫＯＬＡティーシャ
ツ」と「ＫＯＬＡ大会年間無料招待券」の２点を進呈します。
過去 12 年間の授与者は、上記表の通りです。

彰】各クラス３位まで表彰状を授与します。
また特別表彰として、ＫＯＬＡ杯を授与します。

【お楽しみレース】恒例のお年玉争奪お楽しみレースを予定しています。
参加者数には制限があります。
参加希望者は、事前申込お願いします。
当日の申込の場合は、参加できない可能性があります。
追加の参加費は不要です。

【優勝設定時間】 各クラス 15～20 分 を予定

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

開催年

KOLA杯歴代授与者リスト

図】ＫＯＬＡ作成「南港中央公園」（JSSOM 準拠）プリンタ出力
縮尺：1/4,000 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）

【地

【パンチ器具】EMIT の E カード使用

【競技形式】ポイント－Ｏ

【競技規則】日本オリエンテーリング競技規則に準ずる。

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

【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/

【申込み〆切】 ２０１３年１２月１８日（水）必着
※ １２月１８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 ※

（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) お楽しみレースへ参加希望
(11) プログラム郵送希望者はその旨、ご記入ください（別途 200 円必要）

E-mail kola_osaka@yahoo.co.jp

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。

【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

【参加費】

【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。
・貴重品は各自で管理してください。
・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。
・たそがれＯ新人特別表彰者、ＫＯＬＡ杯獲得者として、以下の６名を無料招待しま
す。
石井政成さん、福井直樹さん、野澤麻乃さん、松下睦生さん、関谷麻里絵さん、
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。

スプリント大会の品質向上に向けて
[joa-controller:0278] スプリントコースの評価【長文】より
尾上秀雄@強化委員会です。
昨年のコントローラ研修会でも紹介がありましたが、少し前から IOF では、スプリ
ントコースの品質を望ましい方向にコントロールするために、客観的な評価方法を検
討して来ており、実際に欧州のいくつかの WRE 大会で、それに基づいたコントロー
ルを行い、良好な結果が得られているという報告がありました。
強化委員会としても、スプリント選手の強化を図るためには、日本で開催される大
会の品質が向上していくことが不可欠であるとの考えから、現状のコースの評価を試
みてみました。具体的には、私の手元にあった最近の日本でのスプリント大会の最上
位コースの評価です。添付にあるように各レッグを１～４点で評価する基準は明確な
のですが、その解釈は、多少人によってばらつくので、今回の評価は私のものです。
具体的なレッグごとの評価は、2.6MB あるので以下に置きました。
http://onoe.haniwa.co/SPC-eval.zip
本当は、何人かでの評価を平均したり、議論してから評点を付けたりするのが良い
とは思いますが、大きな傾向としてはそれほど間違っていないと思います。
釈迦に説法かもしれませんが、基本的な考え方に触れておきます。まずベースになる
ス プ リ ン ト 競 技 そ の も の の 概 念 に 関 し て は 、
http://www.orienteering.or.jp/archive/rule/JOA 競技関連規則集 2013.pdf
の P46 と P67 のスプリントのところにあります。
IOF の競技規則では以下が対応します。
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Competition-Rules-for-IOF-Foo
t-Orienteering-Events-valid-from-1-Jan-20131.pdf
Appendix 6: Competison Formats
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ＯＬカレンダー
年月日

大会名ほか

場所

11月17日

森林公園OLを楽しもう

埼玉.滑川町

11月17日

岐阜シティロゲイニング

岐阜.岐阜

11月17日

千葉大・東工大大会

栃木.矢板

11月17日

長門白猿の湯

11月17日

名古屋シティパークO

愛知.名古屋

11月17日

岡山県民大会

岡山.新見

11月17日

平成25年度常陸風土記の丘大会

茨城.石岡

11月17日

愛媛スポレク大会

愛媛.松山

11月17日

浜松市民大会

静岡.浜松

11月23日

関東パークOツァーin駒沢公園

東京.世田谷

11月23日

横浜OL練習会＜概要＞

神奈川.厚木

フォトロゲイニング in

俵山

山口.長門

11/23 -26 初滑りスキーO合宿

北海道.白金町

11月24日

[NV]朝霧ロゲイニング

静岡.富士宮

11月24日

埼玉レク大会inさって

埼玉.幸手

11月24日

スポーツフェスタふくおか大会

福岡.筑前町

11月24日

関西学連ミドルセレクション

三重.津

11月24日

スプリント練習会

神奈川.平塚

11月24日

第53回二本松大会

福島.二本松

11月30日

[JOA]全日本スプリント大会＜要項＞

滋賀.

11月30日

スプリントフォーラム

12月1日

クラブ７人リレーin希望が丘文化公園＜要項＞

滋賀.

12月1日

第3回明日香村ロゲイニング

奈良.明日香村

12月1日

第28回佐賀県大会

佐賀.唐津

6月9日

IOFエリートコーチングクリニック＜要項＞

香港

12月7日

[JOA:S]舞子公園大会兼パークOツァーin関西

兵庫.神戸

7月8日

インストラクタ養成講習会[JOA認定]

12月8日

第20回東山36峰マウンテンマラソン

京都.京都

12月8日

岡崎OL教室＆練習会

愛知.岡崎

12月8日

[NV]みろくロゲイニング
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。

Aiming
１１月の2.3.4日は、新春大会のコース確認，六甲山ロゲイニング，ミドル大会となかなか楽しめた連休で
した。しかし参ったのは、ミドル大会。大会ではなく、駐車場にやられました。雨が降った後の急な土道
だったため、駐車場にしていたグランドから上に上がれない車が続出。みんなで押してあげていまし
た。やはり、みんなの協力がどんなときも必要ですね。
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