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4 月恒例の岸和田市民大会。

KOLA の総会に合わせた小

さな公園でのミニ大会なの

ですが…。 
 
え？。なんで？ 
 事前申込は、15 名ほど。小さ

な公園でのパークＯ。もちろん公

認大会でもないし、スタート時刻

も指定しないリフトアップスタ

ートのセルフサービス満載の大

会なんですが、その事前申込者の

名前を見て「なんで？」と思うよ

うなメンバー、2016 年度の日本

代表選手が３人もいました。 
 アジア選手権大会 谷川友太 
          松澤俊行 
 世界大学選手権大会  細川知希 
また、Ｗ２１Ｅ権を持っている横

山理恵，東大 35 期生の実力者森

泰二郎とすごいメンバーが（敬称

略）。 
 こんな所までご参加ありがと

うございます。 
 ところが、最近参加者が増えて

きたと思っていた大学生が激減。

理由は「万博で新歓Ｏを自分たち

でしているので」ということらし

かった。真偽のほどはわかりませ

んが、自分たちで運営できる力が

ついてきたのは、喜ばしい限りで

すね。 

 
 え？。困った(ﾟДﾟ) 
 さて、午前中の準備もさくっと

終わって、午後のスタート時刻ま

でに設置完了…と思っていたら、

設置していた永瀬氏が慌てて戻

ってきて「コース変更。手書きで

修正」と言ってきた。 
 

 今回のコースの目玉だった南

側の体育館への拡張部分のコン

トロール。その付近が工事を始め

ていて使えなくなっていました。 
まぁ、参加人数も少なく、用意し

ていた地図も多くなかったため

なんとか間に合いましたが、この

コントロールが使えないことは

非常に残念でした。 
 
3 コース堪能 
 今回のコースは、Ｌ，Ｍ，Ｓの

3 コース。追加料金で、2 回目以

降のレースは参考タイムですが

参加可能のシステムです。 
 当初は、愛知の土屋さんの要望

で非公式に認めたものを、次回か

ら要項に記載してこの方法を取

り入れました。おかげで半数の方

は、２～３コースを楽しんで回っ

ています。 
 松澤さんからは、「公園中央の

北西～南東にある中央通りが雰

囲気が良いね」と感想を頂きまし

た。 

  KOLA 岸和田市民オリエンテーリング大会 
報告 

横田実 

平成 28 年４月１６日 大阪府岸和田市 中央公園 

このコントロールが…
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午前中の準備の様子

です。 

ＩＳＯＣのメンバ

ーも参加 

まずは、土屋さんの

スタートから 

大 会 が 終 わ れ

ば、ＫＯＬＡの総

会と打ち上げで

す。 
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「木暮記念ちよ川朱雀ミニ

大会」と銘打たれた大会。肌

寒く、小雨が降ってきたもの

の走るには心地よい気候で

した。 
 
特別ルールの大会 
 本大会は、朱雀が今年「朱雀ミ

ニ大会シリーズ」として実施する

大会の第１戦です。 
第１戦 ４月２９日 行者山 
第２戦 ６月１２日 将軍塚 
第３戦 調整中 
第４戦 ２月１１日 太陽が丘 
とあるようで、それぞれ特徴があ

るようですね。 
 今回は記録扱いを特別にして、

「全てのクラスに付き添い可能」

とし、「１回目…初心者に付き添

い，２

回目…

上級コ

ースに

参加」

でも表

彰対象

記録として認めるという方法を

とっていました。 
 また、それを受けて会場まで帰

ら な く て

い い よ う

に、途中に

フ ィ ニ ッ

シ ュ 地 点

を 現 地 拠

点として、そこから再度地図を受

け取ってスタート地区に行ける

ようにしていました。 
 

メリハリのあるコース 
 今回は、ＭＡに参加。地図読み

を慎重にして、コースを回ってい

たのですが、⑧→⑨で思っていた

より北側に出てしまっていまし

た。⑫もくだり過ぎてしまい、⑬

の上部に出てしまい登り返すこ

とになってしまいました。 
 引率した生徒も久しぶりの山

で戸惑ったのが、完走は１人だけ

で、途中地図を落としてしまい探

しまわって３時間近くもかかっ

た子もいました。 

  

  朱雀ＯＫミニ大会 第１戦 

報告 

横田実 

平成 28 年４月２９日 京都府亀岡市  行者山北麓 
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 ２日前の朱雀ミニ大会の

ときとは打って変わって暑

いくらいの陽気。くろんど池

では、ロング並みのコースも

ありました。 
 
くろんど池での練習会 
 毎年、大阪ＯＬＣ春の恒例行事

である練習会。今回は、大阪ＯＬ

Ｃのホームであるくろんど池で

の開催でした。 
 ここのテレインの地形にはい

つも苦しめられているのですが、

練習会という名目もありＡＬに

挑戦。 

 地図は自分で箱から選び出し、

会場前にあるスタート位置から、

リフトアップで随時スタートで

す。 
やっぱり道走り 
 ①を慎重に行き、②に進む。道

走りで迷うことはないのと 7500
分の１なので、思ったより距離は

ないはずなのですが、軽い登りが

続き、ここだけで体力消耗。 
 ④へは、途中の鉄塔から下れば

すぐと分かっているのに、方向を

間違えて？？？。もう一度登り返

してコンパスで再度確認する始

末。⑧→⑨もせっかくだから尾根

を超えて南側の小道を行くつも

りだったのに、つい体力的に楽な

北側の道走りに。 
 最後の南東のぐるっと一周するコ

ースも、尾根上で慎重になりすぎて、

うろうろしてしまいました。 
   

  大阪ＯＬＣ 春の練習会 

報告 

横田実 

平成 28 年５月１日 大阪府＆奈良県 黒添池 

E
1 谷川 友太 1:09:48
2 松下 睦生 1:13:12
3 松澤 俊行 1:13:45

ML
1 宇井 賢 1:00:38
2 小菅 一輝 1:01:04
3 加納 尚子 1:04:57
14 横田 実 1:40:51

MA
1 河合 利幸 1:03:30
2 愛場 庸雅 1:08:34
3 北川 仁美 1:12:18

R
1 板谷 智史 1:09:28
2 村田 和隆 1:17:01
3 祝部 茂樹 2:25:50
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ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

5月14日 愛知フラワーウォーク2016 愛知.犬山

5月14日 恐竜公園大会 長野.長野

5月14日 京葉ＯＬクラブ日本代表壮行会＜要項＞ 千葉.千葉

5月14日 フォトロゲイニング三島 静岡.三島

5月14日 横浜OL練習会 神奈川.横浜

5月14日 犬山市大会 愛知.犬山

5月14日 川口シティ・ロゲイニング 埼玉.川口

5月14日 アスロニア・ロゲイニング 東京.渋谷区

5/14 -15 ロハスオリエンテーリング 大阪.吹田

5月15日 第10回赤城山トレイルランニングレース 群馬.赤城山

5月15日 第29回埼玉県民大会 埼玉.さいたま

5月15日 [NG]秋吉台ロゲイニング 山口.美祢

5月15日 第1回盛岡ロゲイニング2016 岩手.盛岡

5月15日 枚方フォトロゲイニング2016 大阪.枚方

5月15日 第4回四日市ファミリーロゲイニング大会 三重.四日市

5月21日 稲城フォトロゲイン 東京.稲城

5月22日 [NG]フォトロゲイニング生駒 奈良.生駒

5月22日 フォトロゲイニング寄居 埼玉.寄居町

5月22日 第45太田市民大会 群馬.太田

5月22日 関東パークO偕楽園公園大会 茨城.水戸

5月22日 名古屋シティパークO大会第1戦 愛知.名古屋

5月22日 関西学連第1回定例戦 大阪.枚方

5月22日 関東学連ペアO＜要項＞ 埼玉.日高

5月22日 [JOA]日本代表壮行会2016＜要項＞ 東京.品川区

5月28日 第7回里山ナビトレラン 滋賀.

5月28日 第2回三浦海岸フォトロゲイニング 神奈川.三浦

5月28日 [NG]富士山麓ロゲイニング 静岡.富士宮

5月28日 葛飾松戸ロゲイニング＜要項＞ 東京、千葉.葛飾区、松戸

5月28日 高野兼也選手壮行会と練習会＜要項＞ 新潟.三条

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。

4月には熊本で立て続けに大きな地震が起こり、大変な状況が続いています。東北の震災や原発問
題、広島での土砂災害や鬼怒川の水害など、自然は時には過酷なものです。その自然をテレインに利
用しているオリエンテーリング。少しずつ楽しんでいければいいですね。
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