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大阪大学豊中キャンパスを

を使っての、パークＯ。大学

校内での大会は、京都大学ぐ

らいしか体験していないの

で、楽しみです。 
 

MA クラスでの参戦 

上位入賞より、楽しむことを目標に、

今回もＭＡに参戦。キャンパス内なの

で大幅に遅れることもなく運営者にも

迷惑をかけなくてほっとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少ないルート選択 

今回のＭＡクラスは、2.7 ㎞の中に

25 ものコントロールが設置されていて、

細かい地図読みが要求されるレースと

なりました。しかし、レッグが短いの

で、逆にルートが限定されてしまい、

ルート選択を考えることが少なく、そ

の点は残念でしたが。もっとレッグを

長くして、途中の選択肢を増やしても

と思ったのですが…。 

校内では、いろいろと工事が行われ

ていましたが、その影響は“工事車両

に注意”程度の最低限のもので、ほと

んど影響はありませんでした。 

 

M15 での健闘 

パーク Oツアーin 関西では、15 クラ

スが設置されています。まあ、ほとん

ど身内的な僕が顧問をしているスキー

野外活動部(ISOC ・Izumi-city JHS Ski 

Outdoor Club)の部員を積極的に参加さ

せようということなんですが、なかな

かオリエンテーリングに本格的にのめ

り込む生徒がいなくて、宝の持ち腐れ。 

その中でも、最近は全日本リレーに

も大阪府代表として参加してくれた須

藤くんや檜物くんが、意欲的に取り組

んでくれて、走力が追いついていませ

んが、頑張ってくれています。 

 

併設のスコアＯは不成立 

この後、スコアＯが実施されたので

すが、計算センターの不備で成績が上

手く確定せず。その上、84 番コントロ

ールの設置ミスも発覚し、残念ながら

スコアＯについては、不成立となって

しまいました。とりあえず、成績はラ

ップセンターに上げていますが、参考

記録ということでご了承くださいとの

ことです。 

 

     （ＫＯＬＡ 横田 実） 

 

 

 

 

 

 

 

 パークＯツアーin 関西 大阪大会 大会報告 
ＫＯＬＡ 

横田実 

2014 年２月１５日 大阪府豊中市 大阪大学豊中キャンパス 
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今年で第３０回を迎えるウ

エスタンカップリレー大会。

ＭＡ代表クラスでは、ＯＬＣ

ルーパーＡが優勝を決め、盛

り上がって終わりました。 
 

３+１チームでの参戦 

いつも、トップ争いとは無縁のＫＯ

ＬＡチーム。しかし、リレー大会の醍

醐味は、やはりクラブとして楽しめる

というもの。今回も少ない部員を総動

員して、３チームを組んで参加するこ

とができました。しかも、スキー野外

活動部からも１チームが無謀にもＭＪ

に参加。天気も良く、みんなで応援し

ながらの観戦で盛り上がりました。 

 

前半と後半で 

リレーと言えば、スペクテーターズ

コントロールを通る前と後とのレース

状況。 

前半は長めで、応援区間を通過した

ら、あと数分で帰ってくる…という感

覚だったのですが、今回は後半の方が

長め。しかも、公園内の工事地域がち

ょこちょこあって、どの部分を通過で

きるのかが、ぱっと見て判断しづらい

ところもあり、時間がかかってしまい

ました。 

 

 

 

 

 

無謀だったかＭＪクラス 

今回、中学生組も申し込ましてもら

いましたが、ＢにするかＭＪにするか

迷ったあげく、経験にもなるかなと思

い、ＭＪに申し込みました。しかし、

経験と言うには、ハードルが高すぎた

ようで、僕の使ったコースより難易度

も高く、散々苦労していました。 

しかし、第１走者の須藤くんは、ペ

ナ１で、第２走者の檜物くんは、時間

が大幅にかかりましたがペナなしで帰

ってきました（第３走者の森元くんは

リスタートにも引っかかったので、ス

ペクテーターズに戻ってきた時点で棄

権）。走力はないものの、地図をみる力

は、徐々についているようです。まだ

まだ上位を狙う意識は低いですが、楽

しんで回れているので、来年の全日本

リレー大会の大阪府代表として、期待

しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工夫が凝らされた地図 

今回の地図は、NishiPRO こと西村氏

の作成。1:5000 の縮尺でしたが、この

縮尺では JSOM（あるいは ISOM）での作

図では限界があるとのことで JSSOM に

準拠して作られていました。実際、公

園内での植え込みなどでは、見やすか

ったですね。 

また印刷面でも、Facebook で西村氏

自身が、その方法を書いていたので、

引用しておきます。 

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

Canon プリンタを使っている自分は、

いつも「マットフォトペーパー」「品

質：標準」で印刷してたんですが、今

回は工期短縮のため「普通紙」「品質：

きれい」設定にチェンジ。色調整を一

からやり直しています。 

 「マットフォトペーパー・標準」設

定をそのまま流用すると、緑がやたら

と濃く、茶色がやたらと薄くなるんで

すよね。２時間の試行錯誤の末、満足

の行く仕上がりになりました。今まで

のNishiPRO印刷の地図と比べてもかな

り改善されていますので、よろしけれ

ば比べてみてください。 

もちろん特色印刷も「なかけんメソ

ッド（←勝手に命名）」を使ってきっち

りやっています。コンタと植生の重な

り部分の色の混ざり具合にご注目くだ

さい。  

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

う～ん、奥が深いですね。 

（横田 実） 

第 30 回 ウエスタンカップ OLC ルーパーがアベック優勝 大会報告 
ＫＯＬＡ 

横田実 

2014 年２月１６日 大阪府高槻市 萩谷総合運動公園
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ResultsResultsResultsResults 上位３人の平均に対する相対(%)

タイム 巡航速度 ミス率

2014/01/03 第29回ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会in南港中央公園

MA（出走45名） 3.1km ↑40m

1 倉本　竜太 0:14:57 京大ＯＬＣ

2 大西　康平 0:14:58 そんび～ず

3 松下　睦生 0:15:01 外部ＯＬＣ

参 平山　友啓 0:18:20 ＫＯＬＡ 122.4% 120.4% 4.6%

2014/01/12　阪大新人運営連atみのお

Ｌ（出走33名） 3.4km ↑270m

1 細川　和希 0:34:59 ボブ軍団

2 松下　睦生 0:36:19 外部ＯＬＣ

3 五百倉大輔 0:38:23 京大ＯＬＣ

13 平山　友啓 0:48:35 ＫＯＬＡ 132.9% 127.6% 8.8%

17 永瀬　真一 0:54:38 ＫＯＬＡ 149.4% 137.6% 12.3%

Ｍ（出走8名） 2.6km ↑170m

1 石川　智之 0:45:11 阪大ＯＬＣ

2 河合　利幸 0:48:04 ＯＬＣレオ

3 井手　恵理子 0:48:10 朱雀ＯＫ

6 村橋　和彦 1:10:59 ＫＯＬＡ 150.6% 130.7% 19.8%

Ｓ（出走17名） 2.0km ↑120m

1 前田　春正 0:33:40 ＫＯＬＡ 88.8% 89.3% 7.6%

2 五百倉務 0:39:39

3 辻村　修 0:40:29 コンターズ

2014/01/19　パークＯツアーin関西2013第３戦和歌山大会in橋本市運動公園

ＭＡＱ（出走15名） 2.0km ↑45m

1 松澤　俊行 0:10:16 松塾

2 福井　直樹 0:10:42 阪大OLC

3 寺村　大 0:10:47 朱雀OK

11 横田　実 0:16:28 ＫＯＬＡ 155.6% 137.4% 15.7%

ＭＡＦ（出走13名） 2.9km ↑90m

1 松澤　俊行 0:22:16 松塾

2 福井　直樹 0:22:23 阪大OLC

3 寺村　大 0:22:58 朱雀OK

13 横田　実 0:48:56 ＫＯＬＡ 217.1% 158.5% 36.3%

Ｍ３５（出走7名） 2.7km ↑80m

1 平山　友啓 0:23:04 ＫＯＬＡ 92.0% 89.3% 8.8%

2 永瀬　真一 0:24:54 ＫＯＬＡ 99.3% 94.3% 10.8%

3 河合　利幸 0:27:14 ＯＬＣレオ

Ｍ６０（出走7名） 2.7km ↑80m

1 前田　春正 0:26:30 ＫＯＬＡ 91.3% 104.3% 112.2%

2 寺田　保 0:28:13 ＫＯＬＡ 97.3% 112.2% 8.2%

3 塚本　元朗 0:32:19 京都OLC

村橋　和彦 DISQ ＫＯＬＡ 111.1%

Ｗ５０（出走３名） 2.1km ↑60m

1 山本　陽子 0:27:49 ＥＳ関東クラブ

2 石田　美代子 0:39:20 愛知ＯＬＣ

3 村上　澄代 0:43:12 晴れの国岡山ＯＬＣ
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ＯＭＡＦ（出走11名） 2.9km ↑90m

1 平山　友啓 0:23:09 ＫＯＬＡ 92.6% 92.0% 4.6%

2 宮崎　敦司 0:25:08

3 片山　雅之 0:26:41 ＯＬＰ兵庫

4 永瀬　真一 0:27:45 ＫＯＬＡ 111.0% 104.6% 10.3%

2014/01/26　第６回昇竜杯in佐久島

Ｒ２（出走37名） 4.7km ↑95m

1 渡仲　祥太 0:32:57 名古屋大学

2 前田　悠作 0:34:09 名古屋大学

3 辻　晃 0:35:09 金沢大OLC

31 前田　春正 1:01:18 ＫＯＬＡ 179.9% 181.3% 11.4%

Ｒ３（出走126名） 4.5km ↑85m

1 谷川　友太 0:28:01 ＯＬＣルーパー

2 松下　睦生 0:28:14 外部ＯＬＣ

3 福井　直樹 0:30:00 大阪大ＯＬＣ

39 永瀬　真一 0:41:08 ＫＯＬＡ 143.1% 133.6% 11.8%

106 村橋　和彦 1:04:23 ＫＯＬＡ 223.9% 185.9% 20.2%

クラブ対抗戦（20クラブ）

1 名古屋大学 1:25:24 川島実紗、近藤康満、川上雅人

2 三河OLC 1:29:24 桑山朋巳、前田裕太、樽見典明

3 東海中学校 1:34:26 田中駿太郎、野田聡、小川原大輔

17 ＫＯＬＡ 2:46:49 永瀬真一、前田春正、村橋和彦
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2014 年 岸和田市民オリエンテーリング大会 
 
４月の気候のいい時期に、公園で簡単なオリエンテーリングを楽しみませんか。公園

内なので、小学生だけでも安心です(小学生だけで回っても３０分程度の難易度です)。

ご家族連れやお友達どうしでお気軽にご参加ください。 

 

 【開 催 日】２０１４年４月１９日（土） 荒天中止 

 【主  催】岸和田オリエンテーリング協会（ＫＯＬＡ） 

 【後  援】大阪府オリエンテーリング協会 

 【集合場所】岸和田市 中央公園 管理事務所前グランド横広場 

 【交  通】ＪＲ阪和線「久米田」駅 下車 徒歩約２０分 

       有料駐車場あり（第２駐車場が便利です） 

 【受  付】１４時～１５時 （スタート時刻は１４時１５分から） 

 【競技形式】ポイントＯ（Ｅカード使用） 

 【使用地図】ＫＯＬＡ作成「岸和田中央公園」縮尺１：４０００ 

 【ク ラ ス】Ｌ（ロング）3.3km，Ｍ(ミドル)2.4km，Ｓ（ショート）1.6km 

        ※・距離は予定です。 

         ・各クラスとも１５時１０分までの順次のスタートです。 

          （リフトアップ＆パンチングフィニッシュ方式。バックアップラベルの使用はしません） 

         ・希望があればスタート用ユニットを３つ用意しておきますので、 

          同時スタートのマッチレースも可能です。 

        ・１コースで物足りない方は、２コース、３コースの参加も可能です。 

 【参 加 料】［事前申込］１人７００円（ただし高校生以下３００円） 

             新人歓迎企画としまして、大学生新人は３００円 

             ＫＯＬＡ入会希望者は無料！（今大会後に総会＆打ち上げがあります。） 

                   ※マイＥカードを使用する方は、３００円割引します。 

             ※＋１００円で、２コース目、さらに＋１００円で、３コース目の参加が可能です。 

       ［当日申込］１０００円（ただし高校生以下３００円） 

             ※マイＥカードの使用はできません。 

             ※＋２００円で、２コース目、さらに＋２００円で、３コース目の参加が可能です。 
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 【振込先，申込方法】 

   (1) ゆうちょ銀行 店番：099 （〇九九 店）種別当座：当座 口座番号：0014158 

  (2) ゆうちょ銀行 「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 

  (3) 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   

  振替用紙の通信欄やＥメール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］ 

       

  ※大会当日に、事前に申し込みしなくても参加はできますが、準備の都合上、 

   できる限り申し込み下さるよう、お願いいたします。 

 【申込締切】２０１４年４月１１日（金） ［当日申込みも出来ますが地図に限りがあります］ 

       ※メール到着分は、４月１８日（金）午前７時まで受け付けます。 

【問合せ先】〒596-0044 岸和田市西之内町２－２０  寺田保 

       電話 0724-38-0260 ＦＡＸ 020-4664-7566（通信費 50 円程度必要） 

       E-mail kola_osaka@yahoo.co.jp 

       http://www63.tok2.com/home2/kola/ 

 【そ の 他】・参加賞としてゴールにてジュースをお渡しします。 

       ・プログラムの発送はありません。情報はホームページでご覧ください。 

       ・各クラス３位まで、表彰します。 

       ・表彰は、１５時３０分ごろの予定です。 

       ・今大会は、ＫＯＬＡ杯授与の対象からは除外しています。 

       ・次の５人の方は、今回の無料招待対象者です［敬称略］。 

         松下 睦生、関谷 麻里絵、倉本 竜太、藤原 愛、佐藤政明 

                  参加される場合は、事前にご連絡ください。 

       ・運動の出来る服装、靴でご参加ください。 

       ・コンパスは各自ご用意下さい。（５０個までは貸し出しできます！） 

       ・競技中の怪我、事故については充分にご注意下さい。 

        参加者が自分自身あるいは他へ与えた損害については、個人責任となります。 

       ・今大会の成績や報告（名前・写真・動画など）はホームページに公開いたします。 

               記載に関する要望については、主催者にご連絡ください。 
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ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

3月15日 ぐるぐるナビ地図読み講習会基礎 I in青梅 東京.青梅

3/15 -16 第3回全日本スキーO大会(ミドル・ロング) 北海道.留寿都村

3月16日 第18回クラブ対抗リレー 埼玉.小川町

3月16日 京都市民総体OL大会 京都.京都

3月16日 第23回高崎大会 群馬.高崎

3月21日 大垣シティロゲイニング 岐阜.大垣

3月22日 [JOA]トレイルO稲荷山公園大会＆併設パークO大会＜申込期限訂正＞ 埼玉.狭山

3月22日 日本代表選考会併設大会 栃木.日光

3/22 -23 [JOA]平成25年度トレイルOコントローラ研修会 埼玉.狭山

3/22 -23 第3回JOAトレーニング合宿 栃木.日光

3月23日 平成25年度岡山県民大会 岡山.加茂郡吉備中央町

3月23日 第9回亀山市民大会 三重.亀山

3月23日 名椙技術局公認レース2014 愛知.新城

3月23日 第1回三条市室内選手権 新潟.三条

3月29日 [NV]松本ロゲイニング2014 Spring Stage 長野.松本

3月29日 見沼田んぼ(南)フォトロゲイン 埼玉.さいたま

3月29日 パークO関西滋賀大会＜エントリーリスト＞ 滋賀.大津

3月29日 親子でサイクル＆オリエンテーリング＜日程＞ 福岡.北九州

3/29 -30 インストラクタ養成講習会[JOA認定] 三重.亀山

3月30日 第30回金沢大大会

3月30日 第2回大阪九条ロゲイニングマラソン大会 大阪.大阪

3月30日 ぐるぐるナビ地図読み講習会基礎 II in奥多摩五日市 東京.あきる野

3月30日 ナビゲーション講習会入門編 愛知.名古屋

3月30日 [JOA]トレイルO ShizuokaStyleチーム戦 静岡.菊川

5月6日 日本代表選考会＆併設大会(スプリント・ミドル)＜要項＞ 埼玉、静岡.

5月6日 OCAD講習会＜要項＞

4月6日 [NV]フォトロゲイニング日の出 東京.日の出町

4月12日 駿府ロゲイニング 静岡.静岡

4月19日 ＫＯＬＡ岸和田市民大会

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。

３チームで臨んだウエスタンカップ。MVクラスで、棚ぼた気味ではありますが、３位入賞！。玉砕覚悟で
参加させたＩＳＯＣのＭＪクラスも、失格でしたがよく頑張りました。なんとか、完走できるようになれば
いいのですけどね。
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