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1 谷川　友太 0:16:20 OLCルーパー
2 松下　睦生 0:16:40 京都OLC
3 築地　孝和 0:17:41 神大OLK

1 木村　史依 0:21:48 金沢大学
2 北川　仁美 0:23:55 OLCふるはうす
3 木村　るび子 0:25:51 立教大学

1 坂田　雄一郎 0:20:40 OLCふるはうす
2 河合　利幸 0:22:19 OLCレオ
3 上田　浩嗣 0:22:24 四日市市

1 坂田　博子 0:24:05 OLCふるはうす
2 岡﨑　和子 0:33:35

Ｗ３５ - 2.6km ↑28m

 ＭＡ - 3.7km ↑46m

 ＷＡ - 3.3km ↑34m

 Ｍ３５ - 3.3km ↑34m

 
 
 
 
舞洲は、４年ぶりに使用する

テレイン。しかし、大阪府の

公園はどこもそうだが、よく

管理者が変わるので、渉外も

あちらこちらと…。 
 
４年ぶりのテレイン 
 前回行ったときは、舞洲全体を

使うように、A3 版地図を使って

ロングレッグも入れたコースを

組んだのですが、渉外の中で使え

ない場所が点在し、色々と考慮の

結果、舞洲公園を中心としたスプ

リント的なコースを組むことを

選択。コースプランナーの平山氏

が、熟考してコース組を行いまし

た。 
 しかし、またも渉外の途中で

『コントロール位置の現地確認

が必要』とのことで、急遽予定を

設定し、担当者と設置場所の確認。

よく話を聞くと、研修やイベント

で“オリエンテーリング”をする

と、茂みの中などにポイントを隠

したりして傷められるので確認

したいということだったらしい。

数カ所回って競技としてオリエ

ンテーリングをする場合は、そん

なことはないという印象を持っ

てもらえたようで、ほっとしまし

た。 

 
穏やかな天候で 
 新春大会と言えば、寒い中風が

強く、震えながら運営をする印象

が強いのですが、今年は３月下旬

並みという気候になり、風も穏や

かで今までにない絶好の天候と

なりました。 
 フィニッシュして計センに来

た人は、汗だくで逆に大変そうで

したね。 

 
お楽しみレースで賞品獲得 
 ＫＯＬＡ大会は、入賞賞品を出

していないのですが、恒例となる

賞品獲得レースを行っています。 
 以前まではタイム順で 20 名な

どと制限をかけていたのですが、

好評のため事前申込で人数無制

限にしています。 
 ちなみに賞品は、KOLA 会員が

集めてきたレアな一品から粗品

まで色々取りそろえています。ル

ールは、一斉スタートで 6 つのポ

イントのうち4カ所を回って早く

フィニッシュした者から好きな

賞品を取ることができる方式で

す。チェックは、今は懐かしいパ

ンチ方式。 

ＫＯＬＡ杯獲得で次回は無料 
 ＫＯＬＡ大会のもう一つの特

色は、KOLA 杯。男女の成績優秀

者に送られる KOLA 特製 T シャ

ツと、１年間の無料招待券です。

ただし、過去 12 年間に獲得した

人は授与資格がありませんので、

多くの人に貰ってもらっていま

す。 
 今年も、KOLA を宜しくお願い

します。ただ今新規会員入会特典

として、トリムを無料進呈，年

4000 円の会費を 1 年間無料とし

ていますので、是非入会を！ 

 第 31 回 KOLA 新春オリエンテーリング大会 
報告 

横田実 

平成 28 年 1 月 3 日 大阪府 舞洲 
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1 谷川　友太 0:16:20 OLCルーパー 1 平島　俊次 0:21:36 京都OLC
2 松下　睦生 0:16:40 京都OLC 2 松橋　徳敏 0:23:04 つるまいOLC
3 築地　孝和 0:17:41 神大OLK 3 板谷　日出男 0:24:10 OLP兵庫
4 菅谷　裕志 0:17:56 ＯＬＣルーパー 4 阪本　博 0:24:41 大阪OLC
5 橘　孝祐 0:18:09 横浜国立大学 5 楠見　耕介 0:25:05 大阪OLC
6 大田　将司 0:18:22 東大OLK 6 愛場　庸雅 0:28:13 OLCレオ
7 瀬尾　 峻汰 0:18:43 京大OLC 7 北川　達也 0:29:15 OLCふるはうす
8 前田　悠作 0:19:00 * 8 石井　博昭 0:29:54 ＯＬＰ兵庫
9 緒方　空人 0:19:34 阪大OLC 9 大岩　正裕 0:30:29 京都ＯＬＣ

10 田中 創 0:20:22 阪大OLC 10 瀬谷　全那 0:30:34 大阪OLC
11 秋山　周平 0:20:26 阪大OLC
12 栗栖　怜央 0:20:41 緑桜会
13 越智　純毅 0:20:53 京大OLC
14 太田　裕士 0:21:11 京大OLC 1 山本　博司 0:16:25 ES関東C
15 藤原　秀人 0:21:12 阪大OLC 2 関野　賢二 0:18:25 ＹＴＣ78
16 楠　健志 0:21:13 筑波大学 3 高橋　猛 0:20:36 ワンダラーズ
17 松井　俊樹 0:21:22 京大OLC 4 福田　良雄 0:28:00 OLC吉備路
18 河野　大和 0:21:25 東大OLK 5 佐藤　政明 0:28:49 大府市
19 坂本　譲 0:21:47 東北大OLC 6 豊島　奈良彦 0:32:01 ＯＬＰ兵庫
20 近藤　吉史 0:21:54 阪大OLC
21 遠藤　匠真 0:22:07 阪大OLC
22 吉原　幸輝 0:22:19 阪大OLC
23 伊藤　悠葵 0:22:22 阪大ＯＬＣ 1 坂田　博子 0:24:05 OLCふるはうす
24 稲岡　雄介 0:22:35 阪大OLC 2 岡﨑　和子 0:33:35
25 寺田　啓介 0:22:54 鞍部同好会
26 深田　耕司 0:23:08 阪大OLC
27 実藤　俊太 0:23:38 京大OLC
28 吉野　信治 0:23:59 OLP兵庫 1 山本　陽子 0:25:01 ES関東C
29 加納　尚子 0:24:02 朱雀OK 2 吉岡　康子 0:25:07 OLC吉備路
30 大林　俊彦 0:24:29 大阪OLC 3 瀬谷　利花 0:36:23 大阪OLC
31 板谷　祐樹 0:24:37 OLP兵庫
32 幸原　朋広 0:25:14 みやこOLC
33 山本　達己 0:25:33 阪大OLC
34 北川　太一 0:27:15 神戸市外国語大学 1 岡﨑　盛 0:21:51 岡山白陵中学校
35 上田　皓一朗 0:27:31 高田中学校 2 北川　暖 0:24:29 OLCふるはうす

3 久松　健悟 0:35:05 ISOC
4 奥田　浩生 0:36:21 ISOC
5 上田　脩司 0:55:17 四日市市

1 木村　史依 0:21:48 金沢大学
2 北川　仁美 0:23:55 OLCふるはうす
3 木村　るび子 0:25:51 立教大学
4 鶴本　美樹 0:29:01 阪大ＯＬＣ 1 板谷　梨子 0:28:12 *
5 山田　祐理子 0:29:04 奈良女OLC
5 大野　真由莉 0:29:04 奈良女子大学
7 早川　菖子 0:37:25 *
8 八十島　梓 0:47:12 朱雀ＯＫ 1 北川　新 0:22:01 OLCふるはうす

2 土屋　武 0:25:58 愛知OLC
中尾　明彦 DISQ 明石市

1 坂田　雄一郎 0:20:40 OLCふるはうす
2 河合　利幸 0:22:19 OLCレオ
3 上田　浩嗣 0:22:24 四日市市 1 北川　楓子 0:28:00 OLCふるはうす
4 谷垣　宣孝 0:26:14 OLP兵庫
5 岡﨑　浩 0:30:06

1 ビューラ、ユーリ、カイ 0:22:31
2 楠　裕行 0:28:13
3 木村　浩 0:49:05
4 粟飯原　香代子 0:51:57

1 川前　紀尚 0:20:00 OLCふるはうす
2 丘村　彰敏 0:21:44 大阪OLC
3 内藤　一平 0:22:47 紅萌会
4 ビューラ　ヨールグ 0:23:21 長岡OLC
5 若林　宗平 0:31:33 大阪OLC
6 澤地　實 0:32:20 大阪OLC
7 頓宮　秀徳 0:37:05 ＯＬＣ吉備路
8 今西　伸行 0:41:02

 ＭＡ - 3.7km ↑46m

 ＷＡ - 3.3km ↑34m

 Ｍ３５ - 3.3km ↑34m

Ｍ５０ - 3.3km ↑34m

Ｍ６５ - 2.6km ↑28m

Ｗ３５ - 2.6km ↑28m

Ｗ５０ - 2.6km ↑28m

Ｍ１５ - 2.5km ↑28m

ＯＭ - 3.2km ↑34m

Ｗ１５ - 2.5km ↑28m

ＭＢ - 2.4km

ＷＢ - 2.4km

Ｎ - 2.1km
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毎回微地形に悩まされる希

望ヶ丘文化公園。今回は竜王

山まで含めたロゲイニング

と言うことで道主体のコー

スを楽しんできました。 
 
希望ヶ丘文化公園でのロゲ 
 最近は、フォトロゲイニングが

多い中、今回はＥカードを使って

のロゲイニング。スコアＯと何ら

違いはないのですが、オリエンテ

ーリングとの違いは「道主体」と

言うところでしょうか。 
 希望ヶ丘と言えば、僕にとって

は毎回微地形で悩まされ悪戦苦

闘するテレイン。今回は生徒と一

緒に竜王山を登るコースで、地図

読みに苦労することなく楽しめ

ました。中には道主体と言うこと

で「トレランのようなコース」と

言っていた人もいましたが。 

滑りやすい沢道 
 さすがにソロで回って１位に

なった松下氏は、地図のように竜

王山を登るのと公園内のポイン

トをくまなく回っています。僕ら

は、まず沢筋を下っていくのに一

苦労。岩肌が露出していて水が流

れていて滑りやすくなっていま

した。 
 今回のロゲイニングでは、日頃

希望ヶ丘に来ても行くことがな

い竜王山に登れて景気を堪能で

きたのが楽しかったです。ただ、

杉が成長していて「展望台」から

は全く展望がきかなかったのが

残念でしたが、天候に恵まれて満

喫することができました。。 
 
 

希望ヶ丘竜王山ロゲイニング大会 
報告 

横田実 

平成 27 年 12 月 20 日 滋賀県 希望ヶ丘文化公園 
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久しぶりの大阪城でのオリ

エンテーリング大会。大勢の

人で賑わう大阪城の中を、天

候のいい中走り回りました

が…。 
 
久しぶりの大阪城 
 大阪城でオリエンテーリング

大会が開催されるのは、いつぶり

でしょうか。以前は、豊中ＯＬＣ

の梅花大会や KOLA のナイト O
の定番だったのですが、大阪市の

管理が変わり手続きがややこし

くなり開催が見送られていたの

ですが、管理組織が変わり大阪

OLC の丁寧な対応もあり開催に

こぎ着けたようです。 
 しかし、最近は海外からの観光

客も多く、天守閣周辺は以前以上

に多くの人で賑わっており、万一

の事態を回避すべく、中心部を通

らないコース設定にしてありま

した。要項では、『名匠 木村洋

介氏によるコース設定再び！』と

銘打っていただけあって、楽しめ

るコースでした。 
 
トラブル発生 
 気持ちよくレースを終わって、

フィニッシュすると計センが慌

ただしく対応していました。どう

やらユニットが１つ反応しなく

なっていて、多くの参加者がペナ

表示になってしまったようです。

内蔵電池が切れてしまったよう

です。そこで、バックアップラベ

ルを確認して、記録を確定するの

に、苦労していたようで、結局、

表彰式は行われず、後日賞状の郵

送という形で対応するというこ

とになりました。 
 大阪府協会の所有している E
カードも現在 100 枚中 16 枚の死

亡が見つかり、またユニットも 30
個中数個のランプが未点灯状態

になっています。EMIT 協会の羽

鳥氏によると、乱暴に扱うのも一

因であると言われていました。機

器はあくまでも精密機械なので、

丁寧に

扱うよ

うに心

がけま

しょう。 
 

パークＯツアーin 関西 大阪大会 
報告 

横田実 

平成 27 年 12 月 19 日 大阪府 大阪城公園 
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今回は、大学構内でのスプリ

ント・オリエンテーリング大

会。建物が多く、それをどう

読み取るかが、勝敗を左右し

ます。 
 
大学構内オリエンテーリング 
 最近は、京都大学や大阪大学豊

中キャンパスとか、大学構内での

オリエンテーリングも開催され

るようになってきました。今回は

初テレインとなる吹田キャンパ

ス。大学内でのスプリントＯとな

ると、大切なのは地図読み。山で

のオリエンテーリングと違って、

植生などを読むのではなく「どの

建物の間を通れるか」がポイント。 
 建物が入り組んでいるので、抜

けようと走り込むと、袋小路だっ

たりすることもあるので、しっか

りと地図をみることが、１秒を争

うスプリントでは重要になって

きます。 
 また、階段などもあり、地図を

見て行ったら壁の向こうだった

りと、なかなか大変です。 
スプリントとスコアＯ 
 今回は、午前はスプリント，午

後はスコアと２本立てでした。 
 午前のスプリントは、吹田キャ

ンパスの北部を使ったコースで、

午後のスコアは、会場を中心とし

た南部（コース自体は北部も入っ

ていました）を使った物になって

いました。 
 スコアの制限時間は、男子は 15
分。１０分前に女性とグループが

走り出したので、その方向を見て

どの方向に行くかを見定め、スタ

ートの合図と共に飛び出しまし

た。１０秒の超過ごとに２０点減

点というものだったので、結果的

に大幅な減点になるものが続出。 
 Ｏマップ

をスキャニ

ングできな

かったので、

参考に吹田

キャンパス

の学校マッ

プとスコア

O で横田が

回った GPS ログを載せておきま

す。 

 
  

   2015 年度阪大大会 
報告 

横田実 

平成 27 年 12 月 26 日 大阪府 大阪大学吹田キャンパス 

スタートの様子 

会場&スコア

のスタート 

スプリントのス

タート 

スコアの回り方 

フィニッシュ地点

スコアのフィニッシュ

表彰式
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ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

1月23日 ときわパークO Day＆Night 茨城.つくば

1月23日 フォトロゲイニング長泉2016 静岡.長泉町

1月23日 亀岡運動公園スプリント 京都.亀岡

1月24日 第33回ジュニアチャンピオン大会 東京.八王子

1月24日 阪大神大新人運営大会 大阪.

1月24日 第6回南国フォトロゲイニング 高知.南国

1月30日 第10回世田谷シティロゲイン・申年干支巡りロゲイン 東京.世田谷区

1/30 -31 第3回全日本スキーOスプリント選手権大会 岩手.八幡平

1月31日 中日東海ブロック大会 岐阜.各務原

1月31日 2016北九州新春大会 福岡.北九州

1月31日 [NG]ロゲイニング大御所シリ－ズ駿府大会・有度山ロゲイニング 静岡.静岡

1月31日 旅RUN×古都奈良新春開運ロゲイニング 奈良.明日香村

2月7日 岡山県民大会 岡山.倉敷

2月7日 第8回昇竜杯 愛知.豊川

2月7日 福岡スポレク海の中道海浜公園大会 福岡.福岡

2月7日 関東パークO君津大会 千葉.君津

2月7日 山リハリレー2016 栃木.塩谷町、矢板

2月11日 京大京女新人運営練大会 京都.京都

2月11日 スノーシューロゲイニングin丘陵公園2016 新潟.長岡

2月13日 いわつきフォトロゲイン 埼玉.さいたま

2月13日 スキーO初心者体験会inルスツリゾート 北海道.留寿都村

2/13 -14 スキーO指導者講習会 北海道.留寿都村

2月14日 第36回早大OC大会 千葉.

2月20日 第69回上尾OLC大会in多々良沼公園兼関東パークO大会＜要項＞ 群馬.館林

2/20 -21 [JOA]全日本スキーO大会＜要項＞ 北海道.留寿都村

2月21日 OCΔ下野大会 栃木.宇都宮

2月21日 [JOA]トレイルO大会inさいたま＜要項＞ 埼玉.さいたま

2月27日 第32回ウェスタンカップリレー大会 兵庫.加東

2月27日 善福寺川緑地フォトO講習会 東京.練馬区

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。

今、競技者登録費の値上げ発表に端を発した論議が、ＭＬ上で巻き起こっています。ＪＯＡの存続の話
まで出ていますが、オリエンテーリングを実施する上で、競技規則を統括することは必要です。さて、
どうなることやら…と他人事になってはいけませんね。
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