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

報告

北摂フォトロゲイン大会

横田実

平成 26 年 6 月 22 日 大阪府・豊中＆池田＆箕面
の皆さんお疲れ様でした。皆さんの
は目一杯。前回実施した和泉市大会
大阪府オリエンテーリン
おかげで気持ちよく参加させてい
では４０チームもなかったので、ど
グ協会としては、２度目のフ
ただけました心配した雨もスター
の程度集まるのか不安でしたが、結
ォトロゲイニング大会。天候
トしてすぐに止んで、暑さも全然大
果としては締切前に１００チーム
も回復し、北摂をみんなで楽
丈夫で、気持ちよく走れ（歩け）ま
に達する申込みがあり、ほっといた
しみました。
した。
しました。しかも、１歳の子どもを
３時間＆５時間の部
オリエンテーリングと違って、広
大な範囲で行われるロゲイニング。
今回は、北摂地域を選んで開催しま
した。大阪大学豊中キャンパスを会
場とし、箕面の山から伊丹空港，服
部緑地をも含む範囲をテレインと
し、３時間と５時間の部を設定。
途中のポイントは、回って楽しめ
る観光地や空港周りの航空機のビ
ューポイントなどを選びました。

連れた家族連れから平均７０歳を
超えるグループの方までいて、それ
ぞれが楽しめたのではないでしょ
うか。

近場でも高得点な点数配置
遠くのポイントの得点が高い…
というのは、当然のことなんでしょ
うか、今回は、あえて近場でも高得
点が取れるように配置しました。当
然、近場だけでは上位に食い込むこ
とはできませんが、まわり方を考え
るときの選択の幅はあったことで
しょう。その当たりをどう使うかが
鍵になっています。

天候回復でスタート
当日は、雨が降っている中での受
付。参加者の方も、会場を綺麗に保
つために、雨具などを雑巾で拭いて
水気を落とすなどの協力をしてい
ただきました。
しかし、５時間の部のスタート時
にまだ残っていた雨も、３時間の部
のスタート時には上がり、天候とし
てはランニングには程よいものと
なりました。

満員御礼
さて、今回は１００チーム制限を
設けての受付でした。それでも会場
として借りた大学の教室の大きさ

参加者の感想は？
２０１４点満点中、１０００点を
超えるチームも１０チームほどい
てがんがんと楽しんでくれたチー
ムもいたり、ほどほどに空港巡りを
楽しんでくれたチームもいたりと
楽しみ方はそれぞれだったようで
すね。参加者によっては、もう少し
近場にポイントを増やして欲しか
ったという感想もありました。いた
だいた感想をひとつ紹介させてい
ただきます。
--------------------------昨日は大変楽しい大会をありが
とうございました。また、スタッフ

2 年前？に面白そうと思い、「で
もほとんど走ったことがないし」と
いう引っ込み思案な心を封印して、
思い切って申込ませてもらい、ロゲ
イニングに初参加させていただい
たのが和泉ロゲイニングでした。そ
れからハマってしまい、年間数回ロ
ゲイニング大会に参加させていた
だくようになりました。
関西では、ロゲイニング大会が少
ないのが最近かなり物足りなく思
っており、今後も、毎年１～２回コ
ンスタントに開いていただければ
大変嬉しいです。
地図もとても見やすくて（近眼に
老眼が入って来たので見難い地図
だとかなりやりにくいです）ストレ
スを全く感じませんでした。
当初は箕面の山に入るつもりだ
ったのですが地図を見せてもらう
と、山中の点数配分が少なく、天候
のこともあり、今日は素人にあまり
山に入って欲しくないのではと考
え、南に行くことにしました。
こんな機会でもなければ大阪空
港を足で一周する（走ってて掛けな
いのは、この辺は疲れてもっぱら歩
いていたからです）ってことは無い
でしょうから、それはそれで面白か
ったです。
会社の部下を誘い、３チームで参
加させてもらいましたが、みんな楽
しんでくれ、こちらも誘った甲斐が
ありました。次の大会を首を長～く
してお待ちしています。よろしくお
願いします。本当にありがとうござ
いました。

orienteering magazine 2011.10
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1

フット＆トレイル世界選手権大会
この７月は、イタリアで世界選手権が開催されています。その様子を、日本代表ブ
ログで随時、更新しています。ＭＬで流れていた情報を少し載せておきます。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------フット＆トレイル世界選手権大会が始まります．現地の様子が日本代表のブログで
紹介されています．日本選手の活躍をお楽しみください．
代表チームブログ
http://www.orienteering.or.jp/NT/blog/
大会公式 WEB
http://www.woc2014.info/

今年の世界選手権がイタリアで開催中。成績はこちら。スプリント・リレー
では、日本は２５位で、中国２４位と競ってます。
http://www.woc2014.info/woc.php#sezliveWoc
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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
2014/04/19 岸和田市民オリエンテーリング大会in岸和田中央公園
Ｌ（出走13名）
3.3km
1 小暮 喜代志
0:17:02 木酔会
参 永瀬 真一
0:18:15 ＫＯＬＡ
101.2% 100.4%
4.9%
2 川前 紀尚
0:18:49 ＯＬＣふるはうす
3 高椋 章太
0:19:12
106.5% 104.0%
7.0%
Ｍ（出走7名）
参 川前 紀尚
参 小暮 喜代志
参 小西 宏
参 平山 友啓

2.5km
0:12:46
0:13:25
0:15:47
0:17:15

ＯＬＣふるはうす
木酔会
大阪ＯＬＣ
ＫＯＬＡ
123.3%

117.1%

7.2%

Ｓ（出走11名）
参 川前 紀尚
参 小暮 喜代志
参 楠見 耕介
参 平山 友啓

1.6km
0:07:57
0:08:01
0:08:52
0:09:50

ＯＬＣふるはうす
木酔会
大阪ＯＬＣ
ＫＯＬＡ
118.8%

113.5%

8.6%

2014/04/20 笠岡市民オリエンテーリング大会in白石島
V(出走8名)
3.1km ↑195m
1 西田 伸一
0:49:06 ＯＬＣレオ
参 梶尾 修身
1:11:31 晴れの国岡山ＯＬＣ
2 尾和 薫
1:13:38 三河ＯＬＣ
参 村上 澄代
1:49:11 晴れの国岡山ＯＬＣ
ＷＢ（出走4名）
3.0km ↑170m
参 村上 澄代
1:18:33 晴れの国岡山ＯＬＣ
1 羽原 美千代
1:30:08 ボーイスカウト福山第２団
2 藤本 幸子
2:05:23 ウォーキングＳＣ
2014/04/26 菅平高原スコアオリエンテーリング大会
制限時間60分
1 松下 睦生
978点
2 安中 勇大
９１４点
3 福西 佑紀
891点
36 永瀬 真一
735点
43 平山 友啓
706点
118 村橋 和彦
487点
158 前田 春正
-379点
2014/04/27 第40回全日本オリエンテーリング大会in菅平高原
M35A（出走13名）
9.2km ↑260m
1 Ｖｅｔｔｅｒ Ｊｏｅｒｇ
1:04:57 多摩ＯＬ
2 山本 真司
1:06:52 ＥＳ関東Ｃ
3 飯野 雅人
1:08:21 横浜ＯＬクラブ
7 平山 友啓
1:17:19 ＫＯＬＡ
115.9% 112.3%
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8.4%

M45A(出走30名)
1 大江 恒男
2 羽鳥 和重
3 岩倉 毅
12 永瀬 真一
M65A(出走２３名)
1 鹿野 勘次
2 谷口 直夫
3 尾和 薫
8 前田 春正
9 村橋 和彦
10 寺田 保
WBL(出走5名)
1 小林 美保
2 出田 涼子
3 村上 澄代

7.5km
0:53:57
0:54:39
0:55:19
1:10:21
5.7km
0:47:29
0:48:40
0:50:01
0:57:36
0:59:16
1:00:08
2.9km
0:26:39
0:34:24
0:43:23

↑260m
ＯＬＰ兵庫
川口OLC
ＯＬＰ兵庫
ＫＯＬＡ
128.8%
↑90m
岐阜ＯＬＣ
愛媛県ＯＬ協会
三河ＯＬＣ
KOLA
118.2%
KOLA
121.6%
KOLA
123.4%
↑80m
三条ＯＣ
晴れの国岡山ＯＣ124.6%

125.2%

6.7%

125.2%
127.1%
125.5%

7.2%
8.7%
11.7%

119.9%

13.7%

2014/5/11 2014年度関西学連第１回定例戦in山城総合運動公園
ＭＡ（出走56名）
2.7km ↑180m
1 松下 睦生
0:24:48 京大ＯＬＣ
参 五百倉大輔
0:26:45 運営者
参 伊藤 陵
0:29:11 運営者
29 永瀬 真一
0:44:25 KOLA
165.0% 152.6%
41 横田 実
0:50:10 KOLA
186.4% 163.6%
ＭＡS（出走２４名）
2.7km ↑130m
1 河合 利幸
0:36:39 ＯＬＣレオ
2 阪本 博
0:38:07 大阪ＯＬＣ
3 福井 直樹
0:42:44 川西市
4 前田 春正
0:46:04 KOLA
117.6% 111.8%
7 村橋 和彦
0:50:09 KOLA
128.0% 103.1%
2014/05/25 フォトロゲイニング生駒
三時間部門
1 平山 友啓
611点 KOLA

2:51:00

2014/05/25 第３回ウエルカムリレーin鹿深の森
ウエルカムＢクラス（出走21チーム）
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15.4%
19.8%

18.0%
29.5%

ＫＯＬＡ
たそがれオリエンテーリング大会 2014

【受

付】16 時 15 分～16 時 45 分

【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】スコア－Ｏ（制限時間 45 分の予定）
【スタート時刻】17 時 15 分予定

【パ ン チ 器 具】EMIT の E カード使用

図】New Map JSOM 準拠

縮尺：1/7,500 等高線間隔 2.5m 走行可能度４段階

【地

コース印刷済み（プリンタ出力）

二色浜
【主催】岸和田オリエンテーリング協会（ＫＯＬＡ）

【表

ラ

MA（制限なし）、WA（女性、年齢無制限）

ス】

M35（男性 35 歳以上）、W35（女性 35 歳以上）、

M50（男性 50 歳以上）、W50（女性 50 歳以上）、

M65（男性 65 歳以上）

、WB（女性中級者）

M15(男性 15 歳以下) 、W15(女性 15 歳以下)

MB（男性者中級者）
N （初心者）

※年齢は。2015 年 3 月 31 日に達する年齢が基準です。

ただし、制限時間に差をつける可能性があります。

※「MA,WA,M35,W35,M50,W50,M65,M15,W15」が、同一コース

「MB,WB,N」が同一コースとなります。

彰】各クラス３位まで表彰致します。

金属製ピンつきシューズは禁止します。

http://www63.tok2.com/home2/kola/に掲載します。

【注 意 事 項】プログラムは７月２０日頃にホームページ

【ク

【トレーニングに関する情報】トレーニングコースは設定しません。

【後援】大阪府オリエンテーリング協会
【日時】2014 年 7 月 26 日（土） 16:15 受付開始 ～ 18:30 表彰終了
雨天決行、荒天中止
【集合場所】大阪府貝塚市二色の浜公園「スポーツの森ゾーン」

集合場所

スポーツハウス北東側の阪神高速４号湾岸線高架下

南海電鉄南海本線「貝塚駅」下車徒歩 25 分
または

MA,WA クラスでいままで「ＫＯＬＡ杯」を獲得していない最上位者の方に、

※ＫＯＬＡ杯

賞品として「ＫＯＬＡ特製Ｔシャツ」と「ＫＯＬＡ大会年間無料券」を進呈

水鉄バス(コスモスライナー)二色の浜海浜緑地行き乗車 五中前下車
スポーツ広場」が候補に

本年度オリエンテーリングを始めた大学新人生のなかで、

※新人特別表彰

します。

車の場合は、二色の浜公園第３駐車場をご利用ください。（利用料金 620 円）
※ナビゲーションシステムなどで「二色の浜公園

でてきますが、約１km 離れていますのでご注意ください。
詳細は、プログラムで案内いたします。

MA,WA クラスの最上位者を特別表彰します。
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【参

加

費】 ・事前申込者
・当日申込者

…1000 円［マイカード使用者は 300 円割引］
…1500 円［マイカードは使用できません］

プログラムはＷＥＢ公開します。（郵送は行いません）

・高校生以下、Ｎクラス…500 円［Ｅカードレンタル料込み］

５９６－００４４

・競技一般に関すること

【問 い 合 わ せ】
〒
寺田 保

ＨＰより、Excel ファイルをダウンロードして、

他】

ただし、Ｅメールでの連絡は、7 月 18 日(金)22:00 まで受け付けます※

2014 年 7 月 16 日（水） 必着

記入後に kola_osaka@yahoo.co.jp までお送りください。

の

事前申込〆切

【そ

・参加者が自分自身あるいは第三者へ与えた事故・損傷・損害について、

主催者は一切責任を負いません

・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。

岸和田市西之内町２－２０
電話 072-438-0260

kola_osaka@yahoo.co.jp

本店営業部 001-3833107

ヨコタミノル

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。

・今大会の成績や報告はホームページに公開いたし、大会で撮影した写真なども

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。

・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。

松下睦生さん、関谷麻里絵さん、倉本竜太さん、藤原愛さん、佐藤政明さん

・ＫＯＬＡ杯獲得者として、以下の５名を無料招待します。

・女性用更衣テントを用意します。

→ kola_osaka@yahoo.co.jp【強く推奨】

ＦＡＸ 020-4664-7566（KOLA 専用。通話料+30 円/枚かかります)
E-mail
→ http://www63.tok2.com/home2/kola/

Twitter → kola_osaka
ウェブサイト

普通口座

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

【振込先，申込方法】
・ ジャパンネット銀行

「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）

・ 郵便局で郵便振替で、振り込む場合、
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
E-mail

ことをお知らせください。
（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）本年度オリエンテーリングを始めた大学新入生はその旨
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ＯＬカレンダー
年月日

大会名ほか

場所

7月20日

見沼田んぼ（中）フォトロゲイン

埼玉.さいたま

7月20日

第1回北信越室内大会(講習会あり)

新潟.上越

7月20日

第2回留年練習会

静岡.富士

7月20日

第3回沼津ロゲイニング

静岡.沼津

7/21 -27

ジュニア世界選手権(JWOC2014)

ブルガリア

7月26日

森林公園ナイトO

埼玉.滑川町

7月26日

KOLAたそがれ大会

大阪.和泉

7月26日

初中級者向け基本技術教室兼練習会第1回

岡山.倉敷

7月27日

森林公園OLを楽しもう

埼玉.滑川町

8月1日

東大夏場所-1日目-＜要項＞

埼玉.越生

8月2日

東大夏場所-2日目-＜要項＞

栃木.日光

8月3日

ぐるぐるナビ地図読み講習会基礎 III in南足柄

神奈川.南足柄

8月3日

東大夏場所-3日目-＜要項＞

東京.八王子

8月4日

東大夏場所-千秋楽-

埼玉.所沢

8月17日

[JOA:S]パークO関西・馬見丘陵公園大会

奈良.北葛城郡

8月17日

北東インカレ2014

栃木.日光

8月23日

初中級者向け基本技術教室兼練習会第2回＜要項＞

岡山.倉敷

8/24 -31

世界MTBO選手権

ポーランド

8月30日

第6回OCADテクニカルセミナー

兵庫.三木

8/30 -31

コントローラ資格認定・更新講習会

兵庫.三木

8月31日

岡崎市OL教室・練習会

愛知.岡崎

9月7日

第37回東北大大会

宮城.仙台

9月7日

[JOA:S]パークO関西・和歌山大会

和歌山.

9月14日

みえスポフェス2014大会

三重.亀山

9月15日

[NV]蓼科ロゲイニング

長野.茅野

9/15 -22

第4回アジア選手権

カザフスタン

9/20 -21

第8回名椙大会

愛知.名古屋・岡崎・新城

9/20 -21

2014北海道アウトドアフェスティバル(トレラン、ロゲイン)

北海道.虻田郡

9月21日

第7回県民スポーツ大会

岐阜.養老町

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
昨今、オリエンテーリングより､一般的にはロゲイニングが参加者を集めるイベントになっているの
が、少々寂しい気がします。運営者にとっても、地図作成の手間を考えれば、地形図をほぼそのまま
使えるし、ポイントもフォト形式にすれば設置もいらずに楽ができるし、参加者にとってもいろんな観
光箇所をまわれるので楽しいのでしょうね。事故だけは十分に気をつけていきましょう。
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