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 ７人リレーの前日におこ

なわれた「山スペ」。今回は、

ミドルとマイクロ、２つのオ

リエンテーリングを楽しめ

ました。 
 

朝から車で 
 今回は、KOLA から６名、ISOC
から３名の参加。KOLA2 名は夜

から合流なので、他のメンバーを

4 時に起きて車で拾いまくって、

予定者全員を集めて和泉市を出

たのが 6:20。そこから名阪国道を

乗り継いで、駒ヶ根に着いたのが、

10:40。僕のミドルのスタート時

刻には、到底間に合わないので受

付で変更してもらい、他のメンバ

ーについて、スタート地点に急ぎ

ました。 
 
 

スタートが 10 分遅れ 
  急いでスタート地区の池の畔

に到着。あと２分というところで

ギリギリ島田くんが間に合った

…と思ったらスタートが 10 分遅

れになっていた。こういうことは、

会場でなんらかの伝達は必要な

んじゃないの？。掲示板も見当た

らなかったし…。 
 そういえば、プログラムではス

タートまで「黄」テープ誘導と記

載されていたのに、現地では「赤

白」テープでしたね。 

 
 

いざスタート！ 
 ようやくスタート！…なんで

すが、スタートフラッグが目の前

にあるので、そこから２パターン

に分かれていくのが丸わかり。 
 両方のパターンを頭に入れて、

地図を見て、即座に池の周りを回

っていくことに決定し走り出す。 
 オープンが多く、行きやすかっ

たものの、2→3 や 9→10 は方向

をずらしてしまい、少し時間ロス

をしてしまいました。 

  ミドル＆マイクロで山スペ 
報告 

横田実 

平成 28 年９月１7 日 長野県駒ヶ根市 
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ファームスでのマイクロスプリント 
 ミドルが終わった後、マイクロ

スプリントの会場駒ヶ根ファー

ムスに移動。 
 ファームス内で、アイスを食べ

たりして時間調整をしていたの

ですが、こちらでもスタートが 30
分遅れ。それはプログラムでも変

動について記載されていたので

想定済み。 

 
岩の間をすり抜けて 
 いざ、ゲームが始まると、目の

前の岩石地を選手があちらこち

らと駆け回る。 
 自分がスタートして地図をみ

ると、縮尺が 1:2500 なので、や

たらコントロール円が大きく見

える。しかも、レッグが入り組ん

で 1/5/9 なんか、３回も通る設定。

この前半をスピーディーにこな

して後半につなげなければなら

ないのに、脱出方向が気を抜くと

分からなくなる(-_-;)。 
 後半に向かう前に、10 番に行

くのだが途中下草が邪魔で走れ

ない…というのはいい訳ですね。

速い人は、みんなとぶように走っ

ていましたから！。 
 後半は、ほどよいレッグのスプ

リントコース。しっかり回ってフ

ィニッシュです。 
 
リレーの前後の大会 
 今回は、クラブカップリレーの

前後に、４つものイベントがあり、

遠くから来る者にとっては、おい

しいおまけでした。といっても、

日程の都合で、最終日のものは参

加せず、ナイトは残念ながら中止

になってしまいましたが。 
 企画・運営は大変でしょうが、

連休を使ってするこういう複数

大会に参加出来る機会を作れば、

いろんな楽しみ方ができるでし

ょう。ありがとうございました。 
 
そして、夜のお楽しみ 
 こういうクラブリレーの楽し

みは、夜のミーティング（飲み

会？）。今日のマップや翌日の旧

マップを眺めながら反省や作戦

をみんなで練るのは格別ですね。 
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 ヤマカワからNishiPROへ

と運営変更になり、どのよう

に変化を成し遂げたか期待

された７人リレー。 
 

夜からの雨 
 キャビンで前泊をしていた

KOLA の面々。会場ではタッチゾ

ーン作られ準備万端のようだっ

たのですが、無情の雨が…。本降

りのまま、本番に突入。 

車の中で待機 
 晴れていれば、芝生広場にター

フを張って、寝転びながらビジュ

アルを走るチームを応援して…

というつもりだったのですが、

KOLA チームは、車の中での待機

を選択。時間を見計らって見に行

くのだけど、タイミングが合わず

に、タッチシーンが今回はなかな

か撮れませんでした。 

 

ブービー賞 
 今回は、大人だけではメンバー

が足りず、中学生メンバーを入れ

ての代表チーム。リスタートは仕

方ないにしても、あのリスタート

は多いですが（対策などは主催者

からサイトにも色々発言が載っ

ていますね）。一番心配されたペ

ナもなく、無事完走。 
 最終成績を見ると、代表チーム

33 チーム中の 32 位。全員頑張り

ました。 

 

     クラブ７人リレー  
報告 

横田実 

平成 28 年９月１8 日 長野県駒ヶ根市 
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 鹿夢深の森で行われる定

例戦。個々のテレインの特徴

は、パイプラインといわれる

水管。上部を通行できるので

すが、滑りやすく走行は禁止。 
 
鹿夢深の森でのレース 
 ここでの大会は、2014 年のウ

エルカムリレー以来とか。「関西

の矢板」と呼ばれているテレイン

で、南北を分ける川と耕作地をつ

ないで作られるコースは、レース

中に風を一身に浴びることがで

き爽やかな印象を与えてくれま

す。 

アクティベートって？ 
 今回は、定例戦ということもあ

り、新人戦クラスもあります。初

めて E カードを使う子もいるの

か、スタート地点のスタッフの先

輩に「アクティベートって何です

か」と聞いている子もいて、少し

心配。 
 
尾根が細かい 

 ここのテレインは、林の中で尾

根が細かく方向を変えているの

で、ひとつミスると混乱してしま

うことがある。 
 まして、他のクラスの隣接コン

トロールがあり、うっかりしてい

るとミスパンチをしてしまう。残

念ながらBクラスで出た ISOC奥

田くんが、１番でそれにひっかか

ってしまい痛恨のペナ。コントロ

ール番号の確認は、しっかりしま

しょう。 
 
短冊での速報 
 今回、速報所に今は珍しい短冊

形式の速報も並べていました。こ

れは、新人戦用だったようですが、

最近はプリントアウトしたもの

の掲示が多いので、新鮮に感じま

した。 

関西学連定例戦 鹿夢深の森 
報告 

横田実 

平成 28 年 10 月 2 日 滋賀県 甲賀市 
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 萩谷総合公園でのパーク

Ｏ。しかし、このテレインは、

パークＯと呼ぶにはあまり

にもフォレスト状態(^^;)。 
 
萩谷総合公園でのレース 
 プロフィールにも書かれてい

ましたが、ここのテレインの特徴

は、「スプリントとミドル両方の

要素を盛り込んだコース」であり

「公園内での素早い地図読みと

森林エリアでの正確なナビゲー

ションの切り替え」が勝敗の鍵に

なります。 

荒らされた芝生 
 会場についてびっくりしたの

は、はがされた芝生。会場情報で

熊が出たとの話があったのです

が、この芝生はイノシシかな。以

前、播磨の公園に行ったときは、

イノシシよけに柵が張ってあっ

たのですけどね。 
 
引き離された 
 レース直後、１番コントロール

に飛び込むと、暗い林に目が慣れ

ず、目の前にコントロールがある

のに見えない(-_-;)。 

 それでも、比較的順調に５番ま

でに１分前にスタートした阿部

さんの姿が見える。よし、と思っ

たのもつかの間、６番への短い尾

根くだりをミスって南の沢まで

下ってしまい、大幅なロス。あと

は、いつもの走力不足と細かいミ

スがたたり、撃沈。 

パークＯツアーin 関西 大阪 
報告 

横田実 

平成 28 年 10 月 10 日 大阪府 萩谷総合公園 
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[orienteer:1460] 週間新着案内(2016-10-11) から 抜粋 
 
清水＠森を走ろう！です。 
 
 オリエンテーリングとロゲインのマスコミ系動画が３本も上がってました。 
 オリエンテーリングで最後を飾る！ いわて国体 
 https://www.youtube.com/watch?v=2gVot4lWQWc 
  
地図を読み駆ける／八戸でオリエンテーリング 
 https://www.youtube.com/watch?v=JHFFMU8dxyw 
 
 2016 年 10 月 5 日放送 
 余呉ロゲイニング＆オリエンテーリング・アジアチャンピョン登場！ 
 https://www.youtube.com/watch?v=UbAwyAGOFQE 
 
今週の新着案内をお送りします。 
・[JOA:BS]青い森縄文の丘 2days 大会(10/8-9) ＜速報＞ 
http://www.asobox.com/o/CT/EV/ev_info.php?id=20161008C 
・[JOA:B]第 58 回中日東海ブロック大会(10/9) ＜写真、速報＞ 
http://www.asobox.com/o/CT/EV/ev_info.php?id=20161009C 
・パーク O 関西・大阪大会(10/10) ＜速報＞ 
http://www.asobox.com/o/CT/EV/ev_info.php?id=20161010D 
・第 27 回青梅市民スポレクフェスティバル(10/10) ＜要項＞ 
http://www.asobox.com/o/CT/EV/ev_info.php?id=20161010E 
・パーク O 関西・京都大会(10/16) ＜プログラムほか＞ 
----------------------------------------------------------------------- 
[今後の大会一覧] 
http://www.asobox.com/o/CT/EV/ev_tbl.php?f=mm&proc=OLJ 
[今後の JOA 主催・公認大会一覧] 
http://www.asobox.com/o/CT/EV/ev_tbl.php?f=mm&proc=OLJ&freekey=%5C%5BJOA 
[過去３ヶ月の大会] 
http://www.asobox.com/o/CT/EV/ev_tbl.php?f=mm&proc=OLJ&period=before03 
[mygmap 機能(googlemap)] 
http://www.asobox.com/o/modules/mygmap/ 
[風と走ろう] 
http://www.asobox.com/kaze/ 
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ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

10月30日 福井県民スポーツ祭大会 福井.あわら

10月30日 愛知スポレク大会 愛知.

10月30日 日本大正村フォトロゲイニング2016 岐阜.恵那

10月30日 大川山ロゲイニング2016 香川.まんのう町

10月30日 第28回都民スポレク大会兼関東パークＯ 東京.練馬区

10月30日 六甲山ロゲイニング2016＜要項＞ 兵庫.神戸

11月3日 Park-O Hokkaido 2016 第5戦　旭山記念公園 北海道.札幌

11月3日 平成28年度常陸風土記の丘大会＜要項＞ 茨城.石岡

11月5日 北九州オリエンテーリング教室 福岡.北九州

11月6日 全日本リレー選手権大会 岩手.

11月6日 明治地図ロゲイニング橘樹今昔物語 神奈川.川崎

11月12日 三重県練習会 三重.鈴鹿

11月12日 さいたま緑区/岩槻区フォトロゲイン 埼玉.さいたま

11月12日 第30回新潟大学大会前日大会 新潟.長岡

12月13日 OMM JAPAN 2016 長野.大町

11月13日 [NG]第2回さくらおろち湖ロゲイニング 島根.雲南

11月13日 日立市小木津山公園大会 茨城.日立

11月13日 第14回岡崎市民大会 愛知.岡崎

11月13日 岡山県民大会(健康の森) 岡山.新見

11月13日 第22回東農大三高大会 埼玉.東松山

11月13日 第30回新潟大学大会 新潟.見附

11月13日 高山市制施行80周年記念市民大会 岐阜.高山

11月13日 浜松市民大会 静岡.浜松

11月19日 第6回オリエンテーリングを楽しもう 埼玉.滑川町

11/19 -20 日本学生選手権(スプリント＆ロング) 栃木.下野、矢板、塩谷町

11月20日 埼玉県レク大会 埼玉.深谷

11月20日 大正区シティロゲイニング2016＆パークOミニ大会 大阪.大阪

11月20日 三江線フォトロゲイニングin川本 島根.川本町

11月23日 福井スポレク屋内オリエンテーリング 福井.福井

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。

クラブとしての一大行事のクラブカップ。成績自体は全然でしたが、全員が力を合わせて完走できた
ことに意義があります。オリエンテーリングは個人でもできますが、やはりクラブで仲間と友に参加し
たり運営したりしての楽しみもあります。クラブの定義自体を考えようという動きもありますが、学生
は是非とも卒業しても、続けていってほしいものです。
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