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 インセツクという会社の

松村氏から、「大正区の魅力

を伝えるようなロゲイニン

グを行いたい」という話から

始まった大会。 
 
大正区の全面協力 
 今回のロゲイニングは、松村氏

からの提案で、大正区に企画を持

ち込んでの大会です。松村氏が個

人的に繋がりのある筋原区長や

区職員の方々と話をすすめて、当

初は６月に実施を考えていたの

ですが、色々な行事との調整もあ

り、11 月実施となりました。 
 今回は、大正区の魅力をいかに

伝えるかということを考え、大正

区側からポイント位置の案も出

してもらい、選定しました。当日

の運営者も１０人ほど出て頂き、

また参加賞も多く提供して頂き

ました。 
 
渡船のポイント 
 今回のロゲイニングは、松村氏 
 大正区といえば渡船なのです

が、地区外の人は知らない人が多

いので、これを乗り継ぐコースを

取り入れました。渡船は、幅 100m
程の運河を渡す渡し船で、人と自

転車が無料で乗れます。１時間に

２~３回往復しているので、これ

をどのようにコースに組み込む

かでタイムが大幅に変わります。 
 ただ、渡船上をポイントにする

ことができないので、乗り場をポ

イントに設定して、渡船に乗らな

いと撮影できないようにしまし

た。また７つの渡船ポイントをす

べて撮るとボーナス点も与えら

れるように工夫しました。 

残念な参加者の行動も 
 クラス分けは、単純に一般とフ

ァミリーの２つだけ。 
 楽しめたようですが、残念なが

ら離岸した渡船に飛び乗った参

加者がいたとかタクシーを利用

していたグループが合ったので

はないかと報告があり、少し後味

の悪いものになってしまいまし

た。 
また、参加者によっては、もっと

食べ物屋とのコラボがあったほ

うがいいとか、競技としてはじゃ

んけんポイントはなくしてほし

いとかいうこともあり、どういう

方向性のイベントなのかをしっ

かり告知する必要があると思い

ました。 
 ただ、次回も開催とするなら今

回区役所と関係を結べたので大

切にしていきたいとおもいます。 
 

大正区シティロゲイニング 2016 
報告 

横田実 

平成 28 年 11 月 20 日 大阪府大正区 

区長からの挨拶 

作戦タイム 

スタート直前 

表彰式
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 大正区でのロゲイニング

のついでに行ったパークＯ。

ロゲイニングの参加者に、オ

リエンテーリングも体験し

てもらいたくて実施しまし

たが…。 
 
大正区の千島公園 
 大正区の千島公園は、中央に昭

和山がある、体育館やグランドも

備えた公園です。面積自体は狭く、

今回もパークＯを開催しました

が、コースを組んでも１０分程度

のマイクロスプリント並のテレ

インです。地図の縮尺も 1:2500。 
 地図とコースは、府協会の阪本

氏が担当し、運営も府協会の会長

の北川氏を入れた３名だけ。残念

ながら参加者も、事前に申し込み

をしたいたロゲイニング参加者

が疲れたのか不参加となった方

もいて、当日申し込みも含めて１

４名のみの参加でした。 
 

林の中は通行禁止？ 
 今回の渉外で、調整となったの

は林の通行について。公園側とし

ては、「道以外の通行を想定して

いない」ということで、許可とい

うことはできないといわれてし

まいました。整備もしていないの

で危険なことがあっても責任を

負いかねるということだったの

で、オリエンテーリングの競技を

説明して、なんとか「黙認」とし

てもらいました。でも、通常の公

園利用者も、うろうろしているん

ですけどねぇ。 

 

快適なテレイン 
 狭い公園で、本格的なパーク・

オリエンテーリングには向きま

せんが、まん中に山があることで

コントロール間にメリハリがつ

いて、初心者が体験するにはいい

コースでした。 
 ただ、難儀なのはこの時期に発

生する「ひっつき虫」。林の低草

の間を突っ切ると、足下に容赦な

くひっついてきました。 
 

 

千島公園パークＯミニ大会 
報告 

横田実 

平成 28 年 11 月 20 日 大阪府大正区 千島公園 
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JOA ナヴィゲーションゲームズ 2016 

シリーズ戦 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【主催】大阪府オリエンテーリング協会 

【後援】高槻市 

【協賛】枻(えい)出版社、PowerBar、PROTREK(カシオ計算機株式会社)、THE NORTH FACE(株式会社ゴールドウイン)、 

        MILLET、TRIMTEX（以上 JOA ナヴィゲーションゲームズ 2016 シリーズ戦協賛） 

【問合先】大阪府オリエンテーリング協会 横田 実 E-mail(推奨): osaka_rogaining@yahoo.co.jp 電話:090-4299-2997 

 

申込締切 2016 年 12 月 2 日（金） 
当日申込はありません！必ず事前にお申込をお願いします   

申込は Web から または裏面の申込書をご利用ください   公式サイトはこちらから 

フォトロゲイニングとは、地図に描かれたチェックポイント(それぞれ点数は異なる)を自分の足を使って自由な順番

で制限時間内に多く回り、得点を競うスポーツです。2～5 名のチームまたは個人で回っていただきます。 

各チームでデジタルカメラをご用意いただき、地図といっしょに渡される「写真一覧」と同じ風景を撮影することで

チェックポイントを回った証明とします。証明写真は参加の良い記念になります。 

フォトロゲイニングとは？ 

【開催日】 

2016 年 12 月 18 日（日）雨天決行・荒天中止 

【集合場所】 

高槻市立赤大路小学校 体育館 
 交通：JR 京都線摂津富田駅または阪急京都線富田駅から 

徒歩 11 分。駐車場はありません。 

できるだけ公共交通機関でご来場ください。 

（詳しくは要項ならびにプログラムをご覧ください） 

今年で 3 回目となった北摂フォトロゲイニング。 

今回は北摂東部に舞台を移し、大阪と京都のちょうど中間に

位置するベッドタウン高槻市を中心に行います。 

会場へは新大阪駅からでも、京都駅からでも約 30 分程度と

交通至便。 

二大都市に挟まれた都会の真ん中でありながら、里山や田園

風景もすぐそばに。三島古墳群を構成する大小様々な古墳や、

西国街道周辺には戦国から江戸期の史跡も多数。日本史の教

科書に出てくる有名人との出会いがあるかも？

スタート前の

作戦タイム 

チェックポイントで

はいポーズ！ 
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第 32 回ＫＯＬＡ新春オリエンテーリング大会 
【主  催】岸和田オリエンテーリング協会（ＫＯＬＡ） 
         ［運営責任者］横田実  ［コース設定者］永瀬真一 
【後  援】大阪府オリエンテーリング協会 
 
【日  時】2017 年 1 月 3 日（火） 雨天決行、荒天中止 
 
【集合場所】堺市堺区匠町  『海とふれあい広場』 第２駐車場 
  
            南海電鉄本線堺駅下車 南海バス乗り換え  
        匠町行きに乗車し、匠町下車  
        または  
       堺市北回りに乗車し、堺浜シーサイドステージ下車  
      徒歩 25 分  
      なお自動車の駐車スペースは十分にあります。 
 
      
【受  付】9 時 45 分～10 時 15 分 
        トップスタートは 10:30 の予定です。 
 
【競技規則】日本オリエンテーリング競技規則に準ずる。 
 
【競技形式】ポイント－Ｏ 
 
【トレーニングに関する状況】 トレーニングコースは設置しません。 
 
【パンチ器具】EMIT の E カード使用 
 
【地  図】ニューテレイン ＫＯＬＡ作成「海とのふれあい広場(仮名)」（JSSOM 準拠）プリンタ出力 
       縮尺：1/5,000 等高線間隔 2m 走行度 4 段階 コース印刷済み 
 
【クラス】 MA（無制限）        WA（女子、年齢無制限） 
      M35（男子 35 歳以上）  W35（女子 35 歳以上）、 
      M50（男子 50 歳以上）  W50（女子 50 歳以上） 
      M65（男子 65 歳以上） 
      M15（男子中学生以下)  W15（女子中学生以下) 
      MB（男子中級者・当日申込可能） WB（女子中級者・当日申込可能） 
      N (初心者・当日申込可) 
      OM（男子当日申込）   OW（女子当日申込） 
                    ※年齢は。2017 年 3 月 31 日に達する年齢が基準です。 
 
【優勝設定時間】１５～２０分を予定 
 
【お楽しみレース】恒例のお年玉争奪お楽しみレースを予定しています。 
          参加者数には制限があります。 
          参加希望者は、事前申込お願いします。 
          当日申込の場合は、参加できない可能性があります。 
          追加の参加費は不要です。 
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【表 彰】各クラス３位まで表彰状を授与します。 
     （ただし、ＯＭ，ＯＷは表彰対象外です。） 
     また特別表彰として、ＫＯＬＡ杯を授与します。 
 
      ＫＯＬＡ杯とは？ 
       男女最上位クラスに参加している方で、過去 12 年間にＫＯＬＡ杯を受賞していない 
       成績最上位者に授与されるもので、「ＫＯＬＡＴシャツ」と「ＫＯＬＡ大会年間無 
        料招待券」の２点を進呈します 
 
【参加費】  ・事前申込者 …1500 円［マイカード使用者は 300 円割引］ 
                      高校生以下、Ｎクラス…600 円［Ｅカードレンタル料込み］ 
       ・当日申込者 …2000 円［マイカードは使用できません］ 
                      高校生以下、Ｎクラス…600 円［Ｅカードレンタル料込み］ 
【問い合わせ】 
 ・競技一般に関すること 
       E-mail → kola_osaka@yahoo.co.jp【強く推奨】 
       電話 090-4299-2997 (横田実。留守電に用件を録音してください。） 
       ＦＡＸ 020-4664-7566（KOLA 専用。通話料+30 円/枚かかります) 
       Twitter → kola_osaka 
 
【申込方法】 
  ・Japan O-entrY https://japan-o-entry.com/ からお願いします。 
 
【申込〆切】 ２０１６年１２月２１日（水） 
 
【参加招待】 
 ・ＫＯＬＡ杯獲得者、たそがれＯ新人特別表彰者、2000 年新春大会ミレニアム企画永久無料券獲得者 
  として以下の６名を無料招待します。  
    谷川友太さん、木村るび子さん、緒方空人さん、出田涼子さん、森河俊成さん、佐藤政明さん  
  ・無料招待の方も、事前申込してください。 
   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。 
 
【その他】 
 ・プログラムの送付は行いません。 
     １２月２８日頃に Japan O-entrY（https://japan-o-entry.com/）に、掲載します。 
 ・事前申込者のスタート時刻は事前指定します。 
 ・大会当日、公園内には一般の利用者がおられますので、他の方の迷惑となる行為は禁止します。 
  また、競技中も接触事故等の無いように十分に注意してください。 
  万一事故等のあった場合は必ず本部に報告して下さい。 
 ・競技地図に表記されている、保全地域、花壇等の立入禁止区域ならびに通行禁止ルートには、 
  絶対に立ち入らないでください。 
 ・大会参加者は、自分自身の健康状態を十分に考え、自分の責任で参加して下さい。 
  競技中に負傷された方のため、本部には救急箱を置いてあります。 
 ・貴重品は各自で管理してください。 
 ・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。 
 ・金属製ピンつきシューズは禁止します。 
 ・女性用更衣テントを用意します。 
 ・今大会の成績や報告はホームページに公開します。大会で撮影した写真なども利用します。 
  記載に関する要望については、主催者にご連絡ください。 
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ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

12月2日 第4回地図読み練習会 静岡.静岡

12月3日 ぐるぐるナビ地図読み講習会・基礎編 ＩI 東京.八王子

12月3日 吉祥寺フォトロゲイニング2016 東京.武蔵野

12月3日 三重県練習会 三重.四日市

3月4日 インストラクタ養成講習会[JOA認定] 徳島.徳島

12月4日 第3回下野大会 栃木.那須塩原

12月4日 伊賀フォトロゲイニング2016 三重.伊賀

12月4日 大井埠頭フォトO講習会 東京.港区

12月4日 関西学連ミドルセレクション 奈良、大阪.生駒、交野

12月4日 知多半島ロゲイニングinあいち健康の森 愛知.大府

12月4日 わかやま貴志川フォトロゲイニング大会 和歌山.紀の川

12月4日 名古屋シティパークO大会第2戦 愛知.名古屋

10月11日 いばらき２ｄａｙ大会 茨城.

10月11日 2017スキーO北海道選手権スプリント＜要項＞ 北海道.留寿都村

12月11日 宮崎神話ロゲイニング＆トレイルＯ大会 宮崎.宮崎

12月11日 岡山県民大会(吉備中央公園) 岡山.吉備中央町

12月11日 第23回東山36峰マウンテンマラソン 京都.京都

12月11日 三江線フォトロゲイニングin三次 広島.三次

12月11日 第4回三浦半島ロゲイニング 神奈川.横須賀ほか

12月11日 東海学連ミドルセレクション 三重.津

12月11日 早大OC冬のミドル練習会 栃木.日光

12月12日 第7回フォトロゲイニング運営者講習会 大阪.大阪

12月17日 Crazy Festival 滋賀.蒲生郡竜王町

12/17 -18 いずっぱこフォトロゲイニング 静岡.三島、伊豆

12月18日 [NG]北摂フォトロゲイニング2016 大阪.高槻

12月18日 駿河区フォトロゲイニングin静岡市 静岡.静岡

12月18日 関東学連ミドルセレクション(兼北海道東北学連セレ) 栃木.日光

12月23日 [JOA]コースプラン＆リスクマネージメント研修会 東京.文京区

12/23 -24 福井しあわせ元気スポフェスタ屋内オリエンテーリング 福井.鯖江

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。

全日本リレーも終わり、個人的にどっふりかかわってきた大正区ロゲイニングも終わり、次は北摂ロゲ
イニングと新春大会。新春大会は、またもニューマップです。多くの参加者が来られることを期待して
います。
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