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報告

第４回ウエルカムリレー大会

横田実

平成 27 年 5 月 24 日 三重県 四季のさと
に初級と中級を回ってこさせる。横
第４回を迎えた NishiPRO
初心者コースの伴走
田が回ったら、
初心者の２名につい
少し休憩し、待たせていた初心者
主催のウエルカムリレー。い
て、地図読み練習をさせる…という
２名とコースを回りました。先ほど
ろんなオリエンティアが参
予定で、第１走をスタート。
のコースと違って、道沿いなので安
加できるのが、この大会の良
微地形に戸惑いながら、なんとか
心して回っていました。所々で止ま
さですね。
すすんでいたのだが、なぜか５→６
っては、道の分岐や尾根や沢・特徴
今回は四季のさと
今回のテレインは、四季のさと。
ここは、いったん山の部分に入ると
微地形があり、迷うことがテレイン。
当日は、風が強く、エントリーシ
ートが飛ばされたり、ＫＯＬＡで張
ったターフもつぶされたりと大変
でしたが、数日前から心配されてい
た雨も降らず、良い天候の中開催で
きました。

で現在地を見失いうろうろ。いまだ
に自分がどこでどうやって迷って
いたのかわからない状態。仕方なく、
池から７番を先に行って、そこから
６番に再アタック。なんとか、６番
を発見したけど…。
そこから慎重にいったつもりだ
ったが、またも８番でうろうろ。結
局、僕がふらふらでフィニッシュし
たころには、トップの第３走がフィ
ニッシュ(-_-;)。そこから生徒たち
をスタートさせる羽目になってし
まいました。

物の説明をしながら、うろうろ。初
めてのオリエンテーリングマップ
なので、多少、コースを外れながら
も、なんとか自力で回って来れまし
た。

（横田実）

第１走で迷走
僕は、今回はスキー野外活動部の
チームとして参加。初心者も連れて
行ったので、西村くんに事前に相
談して、「普通のレース後に、レー
スに関係なく初心者コースを一緒
に回る」という無理もきいてもら
い参戦しました。
チームとしては、Ｂ部門に参戦。
横田が１走で上級をまわり、生徒
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報告

京都オリエンテーリング教室

横田実

平成 27 年 6 月 7 日 京都府 円山公園
恒例の京都でのオリエンテ
円山公園でのレース
熱中症でダウン
午後からは、
オリエンテーリング
ーリング教室。今回は、新た
レース中に、午前中に調子を崩し
大会。教室参加者も、希望で参加ク
に冊子を作成して、教えてい
ていた生徒が、レース中にも体調が
ラスを決めて参戦。
ただきました。
戻っていなかったらしく、途中で休
憩。西側の公園内に戻っていたため、
一緒に歩いて残りのコントロール
を回りました。

祇園での教室
今回は、７名の生徒を連れての参
加。午前中に、オリエンテーリング
教室を開催してくれて、午後からの
大会に参加というパターンです。
今回は、新たにみやこＯＬＣで、
オリエンテーリング初心者に説明
のための冊子が作成されていまし
た。

円山公園自体は、平坦な公園な
のですが、やっかいなのは東側の
将軍塚付近。急斜面が続いていて、
大変。しかも、７番付近は尾根や
沢がわりとなだらかで、つい違う
場所に迷い込んでしまう。

表彰式

今回は、３０名ほどの参加者が、
熱心に説明を聞いていました。
講義のあとは、円山公園に移動し
て、実地での地図読み練習。１０人
ほどの班に分かれて、公園内でうろ
うろしました。

B クラスで回った生徒のログ

（横
田実）
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報告

関西学連スプリントセレ

横田実

平成 27 年 7 月 5 日 大阪府 とんぼ池公園
とんぼ池公園で開催され
Ｂクラスでうろうろと
ＭＳ１ - 2.7km ↑60m
1 糸井川 壮大
0:14:08
連れて行った生徒たちは、Ｂクラ
た関西学連のスプリントセ
2 桜井 創
0:14:11
スとＭＯクラスに参加。
3 五百倉 大輔
0:14:18
レクション。今回は、２レー
初めて本格的なオリエンテーリ ＷＳ１ - 2km ↑35m
スでの合計タイムで競いま
1 帯金 未歩
0:12:03
ング大会に参加する生徒もいて、そ
2 青島 千映里
0:14:58
した。
の子にＧＰＳロガーを持たせてみ
3 石野 陽子
0:15:35
とんぼ池公園での大会
とんぼ池公園は、我がＫＯＬＡの
ホームテレイン。先日、Ｎｉｓｈｉ
ＰＲＯによりリメイクもされまし
た。
今回は、京都ＯＬＣ運営による大
会ということで、とんぼ池公園初の
ＫＯＬＡ以外による大会運営とな
りました。当然ＫＯＬＡ所有の地図
による大会なのですが、使用料は未
調査地区の調査で相殺するという
ことで、提供しました。

ました。公園の中といえど、とんぼ ＭＳ２ - 2.7km ↑65m
参 五百倉 大輔
0:13:58
池公園は、起伏のある斜面もあり、 参 糸井川 壮大 0:14:00
1 築地 孝和
0:15:00
コントロールを探すのに四苦八苦
2 瀬尾 峻汰
0:15:01
していたようです。
3 伊藤 悠葵
0:15:18

京都大学
大阪大学
京都大学
大阪大学
京都女子大学
京都大学
京都大学
京都大学
神戸大学
京都大学
大阪大学

ＷＳ２ - 2.1km ↑30m

（横田実）

参
1
2
3

帯金
佐野
上良
石野

未歩
萌子
智子
陽子

0:13:47
0:14:07
0:14:14
0:14:31

大阪大学
京都女子大学
京都大学
京都大学

２レースでの合計タイム
選考レースは、午前・午後の２レ
ースを走り、その合計タイムで勝敗
を決します。

この日は、朝のうちは雨模様でし
たが、レース開始時には雨も上がり、
走りやすい気候になってきました。
今回、残念ながら僕は、午後から
研修があるため、午前の第１レース
のみ参加させてもらいました。
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報告

第１回コントローラ研修会

横田実

平成 27 年 6 月 27 日 兵庫県 尼崎市
た。また、女子については、絶対的
関西で開かれたコントロ
演習での考え方
な数が少ないのも、
話題に上りまし
最後の演習では、色々な課題につ
ールローラ研修会。２０名を
た。
いて、コントローラと裁定委員とな
超える参加者で、いろいろな
り、どのように裁定を下すかを班に
ケースについて考えました。 伊豆大島での人の繋がり
分かれて、シミュレートしました。

尼崎での研修会
今回は、兵庫県尼崎市にて開催さ
れたコントローラ講習会。

各大会の報告においては、伊豆大
島での「ジオパーク伊豆大島大会」
での渉外の様子が、報告されました。
国立公園内での、特別区域などで
どのような対応が必要か、地元の人
との繋がりをどうしていくかとい
う話では、結局は、人と人の繋がり
を作っていくことが大切だと言う
ことを改めて知らされた思いがし
ました。
この中で、地元からの人員動員を
かけずに、オリエンテーリング大会
を開催したことも好印象を与えた
ようで、定期的な大会をという話も
でたということで、すごい成果だと
おもいました。

上記の課題では、ステーションに
記録が残っているかを調べて救済
できるのならという話が出ました。
しかし、現在の規則ではカード自体
に記録が残っていなければ、ステー
ションに残っていても失格となる
ようになっているとうことを、この
とき初めてしったという参加者も
多くいました。
コントローラの役割は、文字通り
大会のコントロール。主催者の思い
を受けながら、全参加者に公平な競
技となるように目を配ることが必
要です。今後も、色々な人がこうい
う講習には参加して、どんなことに
注意を払うべきかを身につけてほ
しいと思います。
（横田実）

大会コントローラの役割について
の話から始め、
①規則類とその背景
②クラス分けとコース設定
③地図の現状
④大会コントロール報告と討議
⑤演習
と内容が進められました。

規則の用語統一など
①の規則については、2013 年か
ら取り組んでいる用語の統一や、学
連加盟による改正などが説明され
ました。
②のクラス分けの話では、競技者
登録数と公認大会の参加比率につ
いいても提示されていました（右
表）。これについては、現在ＪＯＡ
で取り組んでいる財政問題にも絡
み、登録者をどうやって増やすかと、
その登録費の増加についてどんな
影響があるかも、考えさせられまし
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【地

コース印刷済み（プリンタ出力）

縮尺：1/5,000 等高線間隔 2m 走行可能度４段階

図】大泉緑地公園 2012 を拡大リメイク JSSOM 準拠

【パンチ器具】EMIT の E カード使用

【スタート時刻】17 時 15～30 分の予定（一斉スタート）

プログラムはＷＥＢ公開します。
（郵送はいたしません）

・高校生以下、Ｎクラス…500 円［Ｅカードレンタル料込み］

・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］

【参加費】

【競技形式】スコア－Ｏ（制限時間 30 分の予定）

付】16 時 15 分～16 時 45 分

MA,WA クラスの最上位者を特別表彰します。

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

賞品として「ＫＯＬＡ特製Ｔシャツ」と「ＫＯＬＡ大会年間無料券」を進呈します。

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

【表彰】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１２日頃にホームページ

「MB,WB,N」が同一コースとなります。

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

※年齢は。2016 年 3 月 31 日に達する年齢が基準です。

N （初心者）

、WB（女性中級者）

【競技規則】日本オリエンテーリング競技規則に準ずる。

【受

詳細は、プログラムで案内いたします。

第１駐車場

集合場所

御堂筋線「新金岡」駅 ２番出口から東へ 徒歩 15 分）

金岡口わんぱくランド北部（予定）

車の場合は、第１駐車場をご利用ください。

（地下鉄

【集合場所】大泉緑地

雨天決行、荒天中止

MB（男性者）

M15(男性 15 歳以下以下) 、W15(女性 15 歳以下)

表彰終了

【日時】2015 年 7 月 18 日（土） 16:15 受付開始

～ 18:30

M65（男性 65 歳以上）

【後援】大阪府オリエンテーリング協会

M35（男性 35 歳以上）、W35（女性 35 歳以上）、

MA（制限なし）、WA（女性、年齢無制限）
M50（男性 50 歳以上）、W50（女性 50 歳以上）、

【クラス】

【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。

【主催】岸和田オリエンテーリング協会（ＫＯＬＡ）

大泉緑地

ＫＯＬＡ たそがれオリエンテーリング大会 2015
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→ kola_osaka@yahoo.co.jp【強く推奨】

ウェブサイト

普通口座

本店営業部 001-3833107

ヨコタミノル

kola_osaka@yahoo.co.jp

→ http://www63.tok2.com/home2/kola/

【その他】

ただし、Ｅメールでの連絡は、7 月 10 日(金)22:00 まで受け付けます※

事前申込〆切 2015 年 7 月 8 日（水） 必着

ウェブサイト

（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

（９）マイＥカード番号［マイＥカード使用者のみ］

（８）所属クラブ［学校名］

（７）生年月日

（６）Ｅメールアドレス（ある方は必ずお書きください）

（５）性別

（４）電話番号

（３）住所

（２）氏名（ふりがな）

（１）参加希望クラス

E-mail

ことをお知らせください。

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

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

「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、

・ ジャパンネット銀行

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

→ http://www63.tok2.com/home2/kola/

Twitter → kola_osaka

E-mail

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。

板谷 智史さん、上良 智子さん、松澤 俊行さん、木村 史依さん、佐藤政明さん

・ＫＯＬＡ杯獲得者またはミレニアム企画獲得者特典として、以下の５名を無料招待します。

ＦＡＸ 020-4664-7566（KOLA 専用。通話料+30 円/枚かかります)

・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。
・女性用更衣テントを用意します。

寺田 保

・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。

切責任を負いません

・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

電話 072-438-0260

岸和田市西之内町２－２０

５９６－００４４

【振込先，申込方法】

〒

・競技一般に関すること

【問い合わせ】

ＯＬカレンダー
年月日

大会名ほか

場所

8月1日

東大夏場所-1日目-

埼玉.飯能

8月2日

サマーオリエンテーリングin茶臼山

愛知.

8月2日

みやぎオリエンテーリングの集い

宮城.仙台

8月2日

ロゲイン荏原今昔物語リバイバル

東京.世田谷

8月2日

東大夏場所-2日目-＜要項＞

東京.青梅

8月3日

東大夏場所-3日目-

栃木.日光

8月4日

東大夏場所-千秋楽-＜要項＞

東京.品川区

8月7日

早大OC夏の３日練-1日目-

栃木.日光

8月8日

月島フォトO講習会

東京.中央区

8月8日

早大OC夏の３日練-2日目-

1月0日

8月9日

第67回石川県民体育大会（県民限定）

石川.中能登町

8月9日

岩岳ロゲイニング2015

長野.白馬村

8月9日

OMM公式ナビゲーション講習会

長野.白馬村

8月9日

Park-O北海道第3戦札幌市西区

北海道.札幌

8月9日

早大OC夏の３日練-3日目-＜要項＞

東京.練馬区

8/15 -16

北東学連インカレスプリント選考会兼北海道・東北選手権

山形.山形、山辺町

8/15 -17

トータスジュニア合宿＜要項＞

山梨.北杜

8月22日

KOLCスプリントセレ対策練＜要項＞

東京.練馬区

8月23日

[JOA:S]第35回京葉OLクラブ大会兼インカレスプリント関東地区代表選考会

千葉.富津

8月30日

岡崎市OL教室＆練習会

愛知.岡崎

8月30日

(予定)堂峰・赤塚公園大会

茨城.

8月30日

初中級者向け基本技術教室兼練習会(手続き技術編)

岡山.倉敷

9月5日

みえスポーツフェスティバル2015トレイルO＜要項＞

三重.亀山

5月6日

インストラクタ養成講習会＜要項＞

京都.京都

9月12日

ロゲイニングSANJO CUP第3戦

新潟.三条

9月12日

第2回コントローラ研修会

東京.品川区

12月13日

第9回名椙大会

愛知.

9月13日

[NG]美ヶ原高原ロゲイニング

長野.松本

9月19日

2015年度関西学連第2回定例戦

滋賀.高島

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、切迫した問題としてはＪＯＡの財政問題。もう緊急に対処しなければならない状態になっていま
す。色々な改革案が出ています。色々と意見もあるでしょうが、まずは行動して、少しでも現状を改善
できるように頑張っていきましょう。
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