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 １月３日恒例となってい

る KOLA 新春大会。今回は新

テレイン「海とのふれあい広

場」での開催です。 
 
またも新テレイン 
 現在、会員の永瀬氏がテレイン

開発に力を入れており、たそがれ

大会の泉北丘陵に引き続き、新テ

レインでの開催です。 
 この「海とのふれあい広場」は、

堺市に数少ない親水空間を市民

に提供するために、新日鐵住金株

式会社の協力により平成 12 年に

開設しました。また南海トラフ等

の大規模な地震が起こった時に

は、「基幹的広域防災拠点」とし

て、近畿地方の被災地域に送られ

る要員や支援物資の中継基地等

の役割も担います。 
 そのため、管理も少し複雑。一

つの広場なのに、道路を隔てて西

半分は堺市公園課・東半分は大阪

府港湾局が管理する形態となっ

ています。そこで渉外も２つの課

をいったりきたり。オリエンテー

リングを行うのが初めてなので、

貸し出し料金などをどうするか、

色々話し合った結果、「今回は一

般利用ということで無料」と配慮

して頂きました。次回からは、し

っかり規定を決めて有料にとい

う話もありますが、快く使用を認

めて頂いたことに感謝します。 

 
真っ平らな走力テレイン 
 西側には、わずかな起伏がある

もの、会場とした東側の第２駐車

場から見ると、会場の端まで芝生

広場が広がっている感じ。参加者

の感想には『わずかに障害物があ

るが、コースの距離表記(直線距

離)と実距離の差は 50m もあった

かどうか(山なら 2〜3割くらいの

割増があるところ)』というのもあ

りました。とにかく方向をぶらさ

ず直進で速く進むこと。 
 あと注意すべきは隣接コント

ロール。見通しがいいため、つい

近接コントロールに行ってしま

いタイムロスをしたり、残念なが

らペナになってしまった方もい

ました。 

 
お楽しみレース 
 計センをしていて、記録がおか

しいのがありその対応であたふ

たしていました。 
 なんとか記録を確定し、12 時

過ぎにお楽しみレーススタート。

同時スタートのフリーポイント

で、クラスにより 4～6 個のポイ

ントをとってくるというもので

す。帰還した者から、主催者が用

意した粗品の中から好きな物を

選べるこのレースも恒例になっ

てきましたね。スタート前には品

定め。 

 
レース後のお楽しみ 
 レース後は、

温かいぜんざ

いを無料配布。

また、男女のレ

ース最上位者

には、KOLA 杯

の進呈で無料

招待券と T シ

ャツをプレゼ

ント。今年もしっかりオリエンテ

ーリングを楽しみましょう。 

  第 32 回 KOLA 新春大会 
報告 

横田実 

平成 29 年 1 月 3 日 大阪府堺市 海とのふれあい広場 
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MA M50

順位 氏名 記録 所属 順位 氏名 記録 所属

1 築地　孝和 0:16:07 神大OLK 1 角岡　明 0:18:02 三河OLC

2 松下　睦生 0:16:26 京都OLC 2 城森　博幸 0:19:24 OLP兵庫

3 橘　孝祐 0:16:51 帰ってきた何できたOLC 3 中尾　明彦 0:20:01

4 大田　将司 0:17:09 トータス 4 楠見　耕介 0:21:29 大阪ＯＬＣ

5 石山 良太 0:17:17 名古屋大学 5 愛場　庸雅 0:23:20 OLCレオ

6 緒方　空人 0:17:35 阪大OLC 6 出田 洋 0:27:30 OLP兵庫

7 板谷　智史 0:18:06 OLP兵庫 7 大岩 正裕 0:27:33 京都OLC

8 楠　健志 0:18:11 大阪市 8 北川　達也 0:29:50 OLCふるはうす

8 瀬尾　 峻汰 0:18:11 京大OLC 石井　博昭 DISQ ＯＬＰ兵庫

10 吉原　幸輝 0:18:15 阪大OLC W35

11 越智　純毅 0:18:36 京大OLC 順位 氏名 記録 所属

12 山本 明史 0:18:51 京大OLC 1 富永 美和 0:20:23 大阪OLC

12 森河 俊成 0:18:51 京大OLC 2 坂田　博子 0:20:32 OLCふるはうす

12 小菅　一輝 0:18:51 外部OLC 3 伊藤　博子 0:24:19 *

15 吉岡 英晃 0:19:03 京大OLC 4 瀬谷　利花 0:28:48 大阪OLC

16 中村　貴史 0:19:06 杉風会 5 池田 一惠 0:35:35 真田丸

17 田中 創 0:19:16 阪大OLC 6 神庭 和美 0:52:30 やまっこ

18 硲田 捷将 0:19:35 阪大olc M65

19 松井　俊樹 0:20:02 京都OLC 順位 氏名 記録 所属

20 木村 雄大 0:20:18 阪大olc 1 福田　良雄 0:23:27 OLC吉備路

21 加納　尚子 0:20:27 朱雀OK 2 佐藤　政明 0:28:48 大府市

22 葛野　力 0:20:55 堺っ子体操踊れます 3 豊島　奈良彦 0:30:25 ＯＬＰ兵庫

23 伊藤　悠葵 0:20:57 W50

24 坂口　祐生 0:21:16 行けたら行く 順位 氏名 記録 所属

25 近藤　吉史 0:21:33 阪大OLC 1 吉岡　康子 0:20:37 OLC吉備路

26 板谷　祐樹 0:21:50 OLP兵庫 M15

27 藤本 拓也 0:22:11 京大OLC 順位 氏名 記録 所属

28 太田　裕士 0:22:38 紅萠会 1 岡﨑　盛 0:14:30 晴れの国岡山OLC

29 ト ゲイショウ 0:24:14 京大OLC 2 奥田　浩生 0:20:21 ISOC

30 今松 亮太 0:24:46 阪大olc MB

31 牧内　佑介 0:25:27 京大OLC 順位 氏名 記録 所属

32 木村　洋介 0:27:52 大阪ＯＬＣ 1 岡﨑　浩 0:14:04 晴れの国岡山OLC

33 小西　宏 0:28:30 大阪OLC WB

34 北川　暖 0:42:07 OLCふるはうす 順位 氏名 記録 所属

岩井 龍之介 DISQ 京大OLC 1 岡﨑　和子 0:19:49 *

実藤　俊太 DISQ 泉大津OLC N

大林　俊彦 DISQ 大阪OLC 順位 氏名 記録 所属

WA 1 山本 正剛 0:08:28

順位 氏名 記録 所属 2 葛野　咲里 0:11:05 ＤＱＮ

1 佐野 萌子 0:17:04 京女OLC 3 木村　浩 0:12:38

2 中村 茉菜 0:17:26 早大OC 4 石原　めぐみ 0:13:58

3 出田　涼子 0:19:21 5 中田　啓子 0:15:49 ＯＬＣルーパー

4 木村　史依 0:20:24 金大OLC 6 川渕　妙子 0:17:35

5 出田　裕子 0:21:14 ＯＬＰ兵庫 OM

6 川島 実紗 0:21:15 名古屋大学 順位 氏名 記録 所属

7 北川　仁美 0:21:59 OLCふるはうす 1 稲岡　雄介 0:15:23 阪大ＯＬＣ

8 江田 黎子 0:22:21 緑外会刈谷支部(予定) 2 石黒　文康 0:15:39

9 直井 萌香 0:23:31 筑波大学 3 杦田　士郎 0:15:42 阪大OB

10 北川　楓子 0:30:23 OLCふるはうす 4 伊藤　陵 0:16:12 朱雀OK

11 八十島　梓 0:37:59 朱雀OK 5 土川　翔伍 0:17:23

木村　るび子 DISQ 立教大学 6 幸原　朋広 0:18:57 みやこOLC

M35 7 片山　雅之 0:19:01 OLP兵庫

順位 氏名 記録 所属 8 菅　麻里絵 0:19:13 朱雀ＯＫ

1 坂田　雄一郎 0:19:06 OLCふるはうす 9 丘村　彰敏 0:19:55 大阪OLC

2 板谷　日出男 0:20:05 OLP兵庫 10 土屋　晴彦 0:21:32 愛知ＯＬＣ

3 河合　利幸 0:20:39 OLCレオ 11 高椋　準司 0:21:57

4 谷垣　宣孝 0:23:45 OLP兵庫 12 頓宮　秀徳 0:27:19 ＯＬＣ吉備路

瀬谷　全那 DISQ 大阪OLC 13 小野　盛光 0:27:33 三河ＯＬＣ

14 澤地　実 0:30:55 大阪ＯＬＣ

15 中田　茂夫 0:50:24 ＯＬＣルーパー

塩平　真士 DISQ 北大ＯＬＣ

OW

順位 氏名 記録 所属

1 木本　円花 0:19:25 北大OLC

2 鮒田　里香 0:20:34

3 大岩　博子 0:29:34 篠山市
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車とシートを使って、風よけをしています。 

いよいよスタートです 

スタートフラッグに向かって 
走ります。 

フィニッシュです 
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お楽しみレース 

賞品をゲット

 
 表彰式 KOLA 杯獲得です。 

-  5  -



orienteering magazine 2011.10  1 

 
 
 
 
 「ひょうご北摂丹波二日間

大会」と銘打ったミドルとパ

ークの公認大会。 
 
OLP 兵庫 40 周年記念大会 
 プログラムによると、１日目は

ＯＬＰ兵庫の創立４０周年の記

念行事として開催。 
 テレインとなった丹波並木道

中央公園は、「丹波の森構想」に

基づいて、レクリエーションや都

市と農村の交流および地域活性

化拠点とする狙いで 2007 年に開

園した公園だそうです。1988 年

には、世界チャンピオンをむかえ

て国際大会も開かれた場所だそ

うですが、公園化で様子が一変。

山林部分と公園部分がからむミ

ドルディスタンスを楽しむには

もってこいのテレインとなって

います。 

 
高低差はないのだが… 
 会場は、公園管理事務所横での

青空会場。大会後にポツポツ雨が

降り出すが、スタート時は、少し

寒いぐらいで走るにはいい気候。 
 スタート地点は、会場前の斜面

を登ったところ。しかも登り切っ

たところではなく、スタート後も

スタートフラッグまでも登りが

続く。地図に載っている登りは

「80m」。当然スタートからフラ

ッグまでの登りは入っていませ

ん。 

コンタリングの連続 

 さて、ここからのコースがかな

りのくせ者。コントロール間の高

低差は、ないといえばないのです

が、ず～っと等高線に沿って回ら

ないといけなくて、すぐに滑り落

ちてしまう。今回はピン付きシュ

ーズが禁止だったため、走るより

も滑り落ちないことに気をつけ

ながらコースを進む。これなら、

いったん下ってまた登り返す方

が速かったんかな。 
 フィニッシュして速報を見て

みると、やはりトップは速い。ど

うやったらあんな短時間でいけ

るのかなぁ。 

 

［一部 成績］ 

 

   OLP 兵庫 丹波大会 
報告 

横田実 

平成 28 年 12 月 24 日 兵庫県 丹波並木道中央公園 

M21E
順位 氏名 記録 所属

1 松下 睦⽣ 0:30:58 京都OLC
2 ⾕川 友太 0:35:06 OLCルーパー

3 ⼭⽥ ⾼志 0:35:19 トータス

W21E
順位 氏名 記録 所属

1 守屋 舞⾹ 0:40:49 トータス

2 加納 尚⼦ 0:44:02 朱雀OK
3 ⻑縄 美春 0:45:35 入間OLC

M21A
順位 氏名 記録 所属

1 ⽵内 孝 0:30:51 京大OLC
2 ⽚⼭ 裕典 0:32:13 OLP兵庫

3 伴 広輝 0:32:57 京大OLC
W21A

順位 氏名 記録 所属

1 Wan-Jyun SIE 0:49:34 CTOA
2 出⽥ 涼⼦ 0:53:08 阪大OLC
3 半⽥ 博⼦ 0:58:52 OLC吉備路

M50A
順位 氏名 記録 所属

1 杉本 光正 0:29:18 ES関東クラブ

2 井上 仁 0:31:08 OLCレオ

3 池⽥ 俊彦 0:31:45 つるまいOLC
20 横⽥ 実 0:48:11 KOLA
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 「ひょうご北摂丹波二日間

大会」と銘打ったミドルとパ

ークの公認大会。今回は、二

日目。 
 
パークＯ最終戦 
 今回は、パークＯツアーin 関西

2016 の第５戦最終戦。５戦中３

戦の得点で競う年間優勝もこの

レースで決定です。 
 プログラムでのテレイン情報

によると、「自然を活かした公園

内には、水辺、草地、林などの生

態園、野鳥や生き物の観察施設、

日本古来のかやぶき民家や棚田

などの野外施設が整備され、遊歩

道や散策コースが設けられてい

ます」とのこと。また高低差によ

る階段が随所にあるとのことで、

道をどのように進むかがポイン

トです。 

 
予選・決勝方式で 
 このパークＯは、予選決勝方式。

決勝予想タイム 10 分程度の高速

レースなので、少しのミスが大き

く左右します。わかっているのに、

スタート直後の１番コントロー

ルでやってしまいました。つい見

えるコントロールに吸い寄せら

れてタイムロス。 
 決勝レースで、関門だったのは

69 番のコントロール。ここは「ト

トロのトンネル」を思わせる茂み

の中の小道。僕は北西からのアタ

ックだったため迷わなかったの

だが、多くの人が小道に惑わされ

ていたようです。 
 

年間優勝者決定 
 各クラスの表彰と、年間優勝者

の表彰

が行わ

れまし

た。 
 

 パークＯツアーin 関西 2016 兵庫大会 
報告 

横田実 

平成 28 年 12 月 25 日 兵庫県 有馬富士公園 
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ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか 場所

1月22日 初中級者向け基本技術教室兼練習会(読図・思考技術編) 岡山.倉敷

1月22日 第34回ジュニアチャンピオン大会 東京、埼玉.青梅、飯能

1月22日 第9回昇竜杯＜エントリーリスト＞ 愛知.

1月22日 第1回金谷・鋸山フォトロゲ 千葉.金谷

1月28日 笛吹市温泉とワイン満喫ロゲ 山梨.笛吹

1月28日 ときわDay＆Night 2017＜要項＞ 茨城.笠間

1月28日 第5回地図読み練習会 静岡.静岡

1月28日 2017年選手強化活動に関する第2回研修会 愛知.名古屋

1月29日 第72回上尾OLC大会 埼玉.

1月29日 岡山県民パークO大会 岡山.倉敷

1月29日 旅RUN×古都奈良新春開運ロゲイニング 奈良.明日香村

1月29日 有度山トレイル三昧ロゲイニング 静岡.静岡

1月29日 月島フォトO練習会 東京.中央区

1月29日 第36回筑波大学大会 茨城.水戸

2月4日 トレイルO　IN SHIZUOKA 2016大会 静岡.藤枝

2月4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月4日 第3回足立フォトロゲイニング 東京.足立区

4月5日 スキーO初心者講習会in奥日光＜要項＞ 栃木.日光

2月11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月11日 2016年度関東学連定例戦・慶農工戦＜要項＞ 東京.青梅

2月12日 京大京女新人運営練大会 京都.京都

2月18日 [JOA:B]京都ＯＬＣ大会(近江の国2days1日目) 滋賀.栗東

2月18日 留年練習会 千葉.山武

2月19日 岡山県民大会(由加山) 岡山.倉敷

2月19日 第33回ウェスタンカップリレー大会(近江の国2days2日目) 滋賀.湖南

2月19日 第37回早大OC大会 東京、神奈川.町田、相模原

2月19日 雪上ロゲイニングin越後丘陵公園2017 新潟.長岡

2/25 -26 室戸ジオパーク・ロゲイニング2017 高知.室戸

2月26日 八王子フォトロゲイニング滝山 東京.八王子

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。

あけましておめでとうございます。今年もKOLA新春大会に多くの方がご参加して頂き、感謝していま
す。青空会場で天候にやきもきしていましたが、天候に恵まれ、遙かに走る選手たちをながめること
ができ、楽しんでくれたのではないでしょうか。今年もKOLAの面々をよろしくお願いします。
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