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報告

阪大神大新人運営スプリント大会

横田実

平成 28 年 1 月 24 日 大阪府 服部緑地
は分からなかったのですが、なん
服部緑地でのスプリントＯ。 時刻が違うよ
とか対応をしたようで、ほっとし
この大会は、阪大と神大の新人
ところが、この日はまれに見
ました。
が運営練習をするための大会。参
る極寒。雪こそ降らなかった
加者もそれが分かっているから、
が、底冷えの中でスプリント
３人リレー
先輩たちも温かい目で見守って
大会が開催されました。
スプリントが終わってからは、
極寒の２４日
この日は、暖冬だと言われてい
た今冬の中で最も冷えた日とな
りました。会場に向かう途中、和
泉市では、前が見えないくらい吹
雪いている場所もあり、会場の受
付場所に置いてあった時計につ
いている温度計は、マイナス表示。
ほんと、寒かったです。幸いにも、
会場には雪も降らず、太陽もほど
よく顔を出してくれていたので
すが、でも寒かった。

います。
しかし、スタート地区で重大な
ミスを発見。事前申込者のスター
トが終わり、当日申込者のスター
トが始まったのですが、「○時○
分スタートの○○さん」と、受付
場所で言われたスタート時刻と
違う時刻を言われました。慌てて
受付場所に行き、時刻の確認をす
ると、どう
やらスタ
ート地区
に伝えた
時刻が、違
っていた
よう。理由

３人リレーも行われました。最初
の予定では、僕も生徒たちと一緒
にでるつもりだったのですが、あ
まりにも寒いので、生徒たちの参
加を見合わせ車で待機。大会が終
わった後に機材をもらい受ける
ために、みんなで楽しんでいる様
子を眺めていました。

リレーの様子
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南紀田辺フォトロゲイニング大会

報告

横田実

平成 28 年 1 月 17 日 和歌山県 南田辺
和歌山で行われる初めての
大幅な減点も
ロゲイニングやスコアＯなど
フォトロゲイニング。テレイ
は、指定タイムを過ぎると減点さ
ンは弁慶伝説が数多く残る
れてしまいます。減点を覚悟で、
南紀田辺の地。
汗ばむ気候の南紀田辺
１月だというのに、天候が良す
ぎて汗ばむような気候。海には蜃
気楼も見えていました。
今回は、和歌山では初めての本
格的なフォトロゲイニングを和
歌山オリエンテーリング協会が
開催。今回のテレインとなった田
辺市には弁慶伝説が多く残り、ポ
イントもそれに由来するものを
多く使っていました。
残念ながら、参加者は４０名ほ
どだったので、せっかくのいいテ
レインなのにと思ってしまいま
した。

作戦タイム

いくつかポイントを回るか、しっ
かりと時間通りに戻ってくるか
は、減点方法次第。今回は、減点
の幅が大きく、かなり減点された
チームもありました。

コスプレ参加の人も

弁慶像の前で

浮かんで見えた蜃気楼

広大なポイント設定
見にくい地図ですみませんが、
ごらんのようにかなり山の方ま
でポイントで使い、まわりごたえ
のあるコースです。
僕は、中学生のクラブ員と一緒
に市街地周辺をぐるっと回るコ
ースをとりました。最初の方で部
員が足をぐねってしまい、ほとん
ど歩いているような状態でした
が、それでも、面白いポイントを
回ることができました。

道路をまたいだ鉄塔の上での作業

受付の様子
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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
2015/12/06 関西学練ミドルセレクション in 東青山
MO（出走39名）
3.3km ↑2２0m
1 高水 陽介
0:39:56 名大OLC
2 福井 直樹
0:41:05 緑外会
3 大村 幸一郎
0:43:34 名大OLC
29 永瀬 真一
1:03:02 ＫＯＬＡ
151.8% 161.6% 23.4%
WO（出走18名）
1 河合 利幸
0:27:31 ＯＬＣレオ
2 木村 史依
0:27:48
3 川島 美紗
0:29:29 名大ＯＬＣ
14 村橋 和彦
1:06:21 ＫＯＬＡ
234.7% 152.5% 41.9%
15 村上 澄代
1:07:35
239.1% 210.8% 20.3%
2015/12/19 パークOツアーin関西2015大阪大会 in 大阪城公園
M35（出走13名）
5.5km
1 福田 雅秀
0:31:09 川越OLC
2 平山 友啓
0:31:46 ＫＯＬＡ
96.4%
96.4%
3 永瀬 真一
0:35:59 ＫＯＬＡ
109.2% 106.5%
M50（出走15名）
5.5km
1 阿部 昌隆
0:33:51 東京OLC
2 西田 伸一
0:34:06 OLCレオ
3 宮崎 敦司
0:35:04
6 横田 実
0:40:19 ＫＯＬＡ
117.4%
77.2%
M65（出走11名）
4.4km
1 関野 賢二
0:17:28 YTC78
2 前田 春正
0:18:25 ＫＯＬＡ
101.6%
77.8%
3 大場 隆夫
0:18:29 サン・スーシ

4.8%
8.5%

10.8%

6.5%

2015/12/20 朱雀OK 希望ヶ丘 竜王山 ロゲイニング大会 in 希望ヶ丘文化公園/竜王山
男子ソロ（出走47名）
1 松下 睦生
2514点 2:42:48
満点
2 松井 健哉
2266点 2:59:34
3 金谷 敏行
2149点 2:58:20
S-25-13-62-50-103-47-20-67171-73-74-19-55-53-36-101-10816 永瀬 真一
1717点 2:57:04
77-166-83-75-57-28-43-27-37-1730-F
S-25-62-13-50-103-47-20-67171-73-74-19-97-51-26-17-72-3041 横田 実
1017点 2:49:04
F
グループ（女子含まない）
1 谷川友太・菅谷裕志 2376点
2 田中公悟・市岡隆興 2306点
3 中村貴史・平山友啓 1634点

2:39:32
2:58:54
2:54:06

S-42-72-17-51-49-26-37-27-4328-29-65-53-36-101-55-19-97-74171-73-67-20-47-103-50-13-6225-30-52-F
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2015/12/26 2015年度阪大大会（スプリント） in 吹田工業大学
L（出走74名）
3.2km ↑34m
1 谷川 友太
0:13:06 OLCルーパー
2 藤生 孝志
0:14:53 工学部'92卒
3 伊藤 陵
0:15:10 京大OLC
22 中村 憲
0:17:36 青葉会
122.4% 123.7%
30 平山 友啓
0:19:06 ＫＯＬＡ
132.8% 125.3%
39 永瀬 真一
0:20:16 ＫＯＬＡ
140.9% 134.8%
41 高椋 章太
0:20:18 阪大院基礎工141.1% 141.4%
59 横田 実
0:24:00 ＫＯＬＡ
166.9% 157.9%

8.5%
15.2%
13.7%
10.4%
15.0%

スコアO（制限時間15分）
1 谷川 友太
2 瀬尾 峻汰
3 藤生 孝志
25 横田 実
33 平山 友啓

1169点
減点540点

1131点
1128点
817点

0:13:39

S-84-87-74-80-78-85-32-83-10275-37-F

787点

0:18:52

S-76-90-75-102-83-92-36-34-9377-73-32-85-78-80-74-87-F

（減点480点）

2016/1/16 平成27年度和歌山県民オリエンテーリング大会 in 平草原
個人A（参加11名）
1 奥村 理也
621点
2 河合 利幸
608点
S-120-121-119-122-127-128-132138-137-139-135-136-133-1343 永瀬 真一
595点 0:23:11
129-131-130-115-105-108-109118-113-112-104-F
2016/1/17 南紀田辺フォトロゲイニング大会
3時間家族
1 ニワトリコッコ
645点
2 荒堀組
616点
3 スキー野外活動部 497点 2:55:41

横田先生参加

2016/1/24 2015年度阪大神大新人運営大会（スプリント） in 服部緑地
MA（参加46名）
3.19km ↑60m
1 松下 睦生
0:15:02 京都OLC
2 松本 萌希
0:17:19 京大OLC
3 片山 裕典
0:17:27 OLP兵庫
13 平山 友啓
0:20:00 ＫＯＬＡ
120.5% 116.8% 12.5%
29 横田 実
0:23:24 ＫＯＬＡ
141.0% 141.9%
9.3%
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2016 年 1 月近畿 OL 連絡会議事録
日 時： 平成 27 年 1 月 23 日(土) 13:30 ～ 16:30
場 所： 滋賀県大津市市民活動センター
大津市浜大津４丁目１−１ 明日都浜大津 1F
出席者（敬称略）：京都府 OL 協会/京都 OLC 小野田、朱雀 OK 関谷、みやこ OLC 吉野、京大 OLC 橋本、
大阪府 OL 協会/KOLA 横田、OLC レオ 愛場/ 河合、大阪 OLC 阪本、OLC ふるはうす 青柳、兵庫
県 OL 協会 尾上/ 芝、OLP 兵庫 板谷、和歌山県 OL 協会/JOA 楠見、関西学生 OL 連盟 松浦/松田
/中村/天野、OLC 吉備路 福田、（司会・進行）、
滋賀県 OL 協会/安土 UK/JOA 平島、滋賀県 OL 協会大島/木俣/稲田
《欠席》京都女子大学 OLC、NishiPRO、大阪大学 OLC、コンターズ、＊豊中 OLC、＊チーム HO、茨木 OLC、
＊高槻 OL 同好会、＊奈良県 OL 協会、奈良市野外活動協会、奈良女子大学 OLC、＊奈良市役所
OLC、島根県 OL 協会、東海地区 OL 連絡協議会
＊印の団体は今回返答ありませんでした。
１．役員名簿
○配布資料をもとに確認、修正。（添付）
２．行事予定調整
○配布資料をもとに確認し追加修正。
関西学連スプリントセレを兼ねたパーク O でよければ、滋賀県で立命館大学草津キャンパスと渉外す
る。予選・決勝で検討。(7/2or3)
３．JOA より
 理事会報告（楠見ＪＯＡ理事）
 地域活性化委員会（仮称）を新設し特に地方会員の活性化を行う。委員長は新帯ＪＯＡ理事の予定。
今年から宮崎県が新規会員となり来年度の全日本スプリント、ミドル大会の支援を行う。
 全日本大会のあり方（楠見普及教育委員）
パブリックコメントのまとめをＪＯＡのＷＥＢサイトにて公開しているので見ていただきたい。
http://www.orienteering.or.jp/archives/2016/0104_post-81.php
これを参考にしてワーキンググループの提案として理事会に出されると思う。
 ＪＯＡ財政改革と活性化（平島ＪＯＡ業務執行理事）
ＪＯＡ発行の「日本のオリエンテーリングの未来に向けて

ＪＯＡ財政改革と活性化方策についての

ご説明と協力のお願い」をもとに説明。
前回のＯＬ連絡会の後、8 月に有志によるＪＯＡ理事合宿を行い、10 月 18 日理事会で以下のことが決
まった。
＋ＪＯＡビジョン
＋会員関係 年会費（2016 年度から）と指導者登録費（2017 年度から）からの組織育成費を廃止。組
織育成費での補助の代わりに会員サポートとして、財政支援だけでなく様々な支援依頼に答えていく。
財政支援では、大会開催費や地図代に会員支援費の上乗せ、寄付などで財源を確保し支援必要な会員
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に分配。
＋競技者関係 競技者登録費を 2000 円から 5000 円に値上げする。一時登録を廃止する。これにより
参加者減の影響を軽減するため、全日本リレーでは一般クラスをオープンとし競技者登録の無い人も
参加可能とすることを検討。
以上を反映した規程、規則の制定や改訂を行い次回 2/7 理事会にて決定する。
＊近畿 OL 連絡会のあと村越 JOA 副会長がこられ対話集会で話しあう。
議事録ではなくメモとして別途配付します。
４．参加団体からの議題
 全日本リレーの結果報告（実行委員会運責 平島）
 救護所マニュアルと救護品について（愛場さん）
救護マニュアル準備中、完成後はＪＯＡやクラブのＷｅｂサイトで公開可能。
救護品は、全日本リレー（滋賀県）でそろえて全日本ミドル（兵庫県）でも利用した。愛場さん宅に
あるので貸出可能。今後の管理については消耗品の補充や貸出について検討が必要。
 近畿ＯＬ連絡会ＷＥＢサイトとメーリングリストについて
情報共有と連絡会の通知などにＷＥＢさいとやＭＬがあると便利であるとの意見から、
ＷＥＢサイトは、尾上さんから情報をもらい楠見さんが準備する。
メーリングリストは木俣さんが準備する。
 全日本大会の前日に O-Forum「日本のオリエンテーリングを元気に」があり、京都ＯＬＣの小野田会
長がパネリストとして出席。皆さんからの提言があれば小野田さんへ。
 関西学連ロングセレクションのテレインを探している。候補地があれば連絡いただきたい。
（関西学連）
５．その他
 パーク O ツアーin 関西

実施要領変更

主催：JOA に学連加盟したので関西学連主催での開催可能
クラス：W65, M75 を追加
参加費：2,000 円（年間一括申し込み一般 8,00[7,00]0 円、学生 6,000[5,000]円） [ ]内は５大会の
時
 ウエスタンカップ実施要領変更
クラス：ＸＶ（男子６５歳以上、女子５０歳以上）を追加、本年度から適用。ただしカップは本年度
の主催者が準備する。
 次回近畿 OL 連絡会
関西学連の担当
日程：2016 年 7 月 9 日
場所：大阪大学豊中キャンパス文法経講義棟（予定）
 次回ウエスタンカップ担当は滋賀県。２月実施で調整。
添付：近畿 OL 連絡会名簿＆イベント 20160123 修正
まとめ
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滋賀県県オリエンテーリング協会

平島

ＯＬカレンダー
年月日

大会名ほか

場所

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

群馬.館林

2/20 -21

[JOA]全日本スキーO大会

北海道.留寿都村

2/20 -21

[JOA]第2回強化合宿

静岡.富士宮、富士

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

埼玉.さいたま

2月21日

雪中ロゲイン2016in真駒内公園＜要項＞

北海道.札幌

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

2/27 -28

ディレクタ養成講習会[JOA]

埼玉.熊谷

2月28日

[JOA:S]パークO関西2015・兵庫大会

兵庫.

2月28日

第2回フォトロゲイニング西湘小田原

神奈川.小田原

2月28日

第4回大阪九条ロゲイニングマラソン大会

大阪.大阪

2月28日

フォトロゲinいちかわ

千葉.市川

2月28日

第6回小千谷スキーO大会

新潟.小千谷

3月5日

第3回森林公園ナイトO大会

埼玉.滑川町

3月5日

第3回フォトロゲ南アルプス市

山梨.南アルプス

5月6日

[NG]白川郷スノーゲイン2016

岐阜.白川村

5月6日

[JOA]第3回強化合宿

栃木.塩谷地区

3月6日

オリエンテーリングの集いin八郷総合運動公園

茨城.石岡

3月6日

フォトロゲイニング日の出

東京.日ノ出町

3月6日

京都市民総体大会兼関西マスターズスポフェス

京都.京都

3月11日

インカレミドル・リレー協賛トレイルO大会

栃木.矢板

12月13日

スキーO指導者講習会

北海道.留寿都村

3月13日

岡山県民大会

岡山.加茂郡吉備中央町

3月13日

第11回亀山市民大会

三重.亀山

3月19日

大高緑地大会

愛知.名古屋

3月19日

O-FORUM2016

愛知.岡崎

3月19日

京・フォトロゲイニング2016

京都.京都

3月20日

[JOA]第42回全日本大会

愛知.岡崎

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
みんなが知っている「オリエンテーリング」という言葉。場合によっては「オリエンテーション」を間違
えて「オリエンテーリング」という場面もあったりします。これがいつまで続きますかね。「オリエン
テーリング」を厳密的に使おうという意見もありますが、僕としては「街角オリエンテーリング」と言
うように、まずは言葉を使ってもらうことが必要だと思うのですけど。
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