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 第 33 回をむかえたウエス

タンカップリレー大会。今回

ＭＡクラスは、タッチの差の

大接戦。さて KOLA のチーム

は？ 
 

微地形でのリレー 
 今回のテレインは、2015 年 11
月の全日本リレーでのトレイニ

ングコースとして公開されたも

のを範囲拡大したもの。そのとき

の印象は「希望ヶ丘から道を抜い

たような微地形」。プログラムに

載っているコースプロフィール

でも「集中が切れた瞬間には快走

が迷走に変わる」とありました。 
 載せている地図は、MA の第１

走に走った中村氏の物ですが、よ

くこれでスピードが出せるなと

いうものですね。 

 
3 チームでのエントリー 
 さて、今回 KOLA としては、3
チームをエントリー。スペクテー

ターズコントロールや推奨観戦

エリアを行ったり来たりしなが

らメンバーを応援。なんとか無事

完走することができました。 
 そしてなんと B チームは優勝。

他チームの３走がぶっとんでし

まったために思いもかけず栄冠

を手にすることができました。 

大接戦のＭＡクラス 
 カップ対象の MA は、最近は

OLC ルーパーが３連覇，過去７

年で６年を優勝していて、４連覇

をどこが阻むかが興味のもたれ

る展開となりました。 
 第１走は、京大，秒差で東大，

その後をルーパーが追う形でタ

ッチ。そして第２走は、ルーパー

の谷川氏が、２位の東大に５分差

をつけて第３走にタッチ。勝負は

第３走に託されました。 
 そしてフィニッシュ地点に並

んで入ってきたルーパーと東大。

ルーパー細川氏が先に坂を駆け

上がり、東大の猪俣氏が後ろから

追いかける。フィニッシュライン

ではほぼ同時に駆け抜けるもの

のパンチングフィニッシュのた

め、先にパンチをした猪俣氏が公

式タイム２秒差での逆転勝ち。 
 会場では、大きな歓声が鳴り響

いていました。 

 
こういう展開には、全く関与しな

い KOLA チームですが、強豪チ

ームの仲間入りにしてやろうと

いう方も入会大歓迎。 

第 33 回ウエスタンカップ大会 
報告 

横田実 

平成 29 年 2 月 19 日 滋賀県湖南市 雨山文化運動公園 
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 「近江の里２Ｄａｙｓ」と

称して、翌日のウエスタンカ

ップと連携して行われた京

都 OLC 大会。公認カテゴリ

Ｂ大会としての開催です。 
 
全日本リレーのテレインで 
 今回のテレインは、栗東市のこ

んぜの里。言わずと知れた 2015
年 11 月に全日本リレーを行った

テレインです。 
 その時は、運営に関わり、しか

も大雨の中での大会だったので、

良いイメージが持てていなかっ

た所ですが、テレインとしては良

好な場所なので純粋に大会に参

加できるとなって、喜んで参加さ

せていただきました。 

 

巨大ないばら 
 テレインの南端をスタートと

し、M50A はそんなにアップダウ

ンのない走行しやすいルートが

続きます。 

 といいながら、１→２への簡単

なショートレッグを侮り、方向を

読み違えたため、川のへりに。ふ

と見ると３番コントロールが目

の前にありました。危うく現在地

を見失うところでした。 
 ２→３を取り直し４に行くと

ころで、北側に抜けたため余計な

アップダウンをしてしまいまし

た。それ以後も小さなアタックミ

スをしながらコントロールを回

りました。 
 １２→１３は、６→７のときに

１３番コントロールが見えてい

たので楽勝と思いつつ沢を下る

と、行く手をさえぎる巨大ないば

らが！。スタートが後ろの方だっ

たので、踏み跡があるだろうと思

っていたのですが、いばらを回避

するまでの踏み跡はなく、慎重に

よけながらコントロールにたど

り着きました。 
  
 
 

明日のために花緑公園で 
 大会後は、KOLA のメンバーで

明日のウエスタンカップに備え

るため近江富士花緑公園のバン

ガローにて１泊。滋賀の夜を楽し

みました。 

     京都ＯＬＣ大会 
報告 

横田実 

平成 29 年 2 月 18 日 滋賀県栗東市 こんぜの里 

少しだけ雪が残っていました 
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 関西マスターズスポーツ

フェスティバルを兼ねた大

会。京都市民総体として恒例

となった宝が池公園。 
 

６０分での勝負 
 おなじみの宝ヶ池ですが、前回

は反時計回りの池回りを先に取

りに行って、山に入る体力がなか

ったため、今回は最初から時計回

りに山から入ることを決めてい

ました。 
 最初のプログラムでは「A クラ

ス 40 分」とあったのでＢクラス

60 分での参加を考えていたので

すが、A クラスでも 60 分と訂正

されたので A クラスで参加。まぁ、

地図は同じで位置説明が日本語

表記か IOF 表記かの違いだけで

すけど。 

間違えた！ 
 １分前に地図を見ての作戦タ

イム。コントロールの位置は、毎

回あまり変わらない。頭では一筆

書きですべてまわっているのだ

けど、体力がついていかない。 
 スタート同時に、山へのとりつ

きの道へ。小川のぬかるみを突っ

切って、１番で登る予定が、道の

入り口を見逃して、行きすぎる。

他の人が登っていくのを見て後

から登る。この時点で、もう登り

のスピードについて行けていな

い(^^;)。 
 218→216 のルートをとるつも

りが、時間がかかりすぎていたの

で、中央の山尾根をあきらめて、

ぐるっと回って池の周りにいく

ことに。 
 西側の道を走るときには、もう

へろへろで、坂道を走れていない。

池回りに入ったときに、平らな道

なのでなんとかスピードを回復

し、制限時間ぎりぎりにフィニッ

シュ。やれやれやです。 

     京都市民総体 
報告 

横田実 

平成 29 年 2 月 26 日 京都府 宝が池公園 
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2017 岸和田市民オリエンテーリング大会 

in 岸和田市 中央公園 
４月の気候のいい時期に、公園で簡単なオリエンテーリングを楽しみませんか。公園

内なので、小学生だけでも安心です(小学生だけで回っても３０分程度の難易度です)。

ご家族連れやお友達どうしでお気軽にご参加ください。 

 

【主  催】岸和田オリエンテーリング協会（ＫＯＬＡ）  

【後  援】大阪府オリエンテーリング協会  

【日  時】2017 年 4 月 15 日(土) 荒天中止  

【集合場所】岸和田市中央公園 管理事務所前グランド横広場  

【交  通】ＪＲ阪和線「久米田」駅下車徒歩約２０分  

         有料駐車場あり（第２駐車場が便利です）  

【受  付】１４時～１５時 （スタート時刻は１４時１５分から）  

【競技形式】ポイントＯ  

【計時システム】ＥＭＩＴ社製電子パンチングシステム使用  

【使用地図】ＫＯＬＡ作成「岸和田中央公園」縮尺１：４０００  

【ク ラ ス】Ｌ（ロング）3.0km，Ｍ(ミドル)2.4km，Ｓ（ショート）1.4km  

        ・距離は予定です。  

        ・各クラスとも１５時１０分までの順次のスタートです。  

         （リフトアップ＆パンチングフィニッシュ方式）  

 

【参 加 費】○事前申込者  

       ・一般   ：700 円（マイカード使用者は、300 円割引）  

       ・大学生新人、高校生以下：300 円（マイカード使用者は、300 円割引）  

       ・招待者（＊）：無料  

       ・ISOC(和泉市スキー野外活動部)部員または OB・OG：無料  

       ・KOLA 入会希望者：無料  

         ※本大会後に、総会＆懇親会があります。  

       ・KOLA 会員：無料  

         ※＋100 円で、２コース目、 

          さらに＋100 円で、３コース目の参加が可能です。  

      ○当日申込者  

       ・一般：1000 円（マイＥカードの使用はできません。）  

       ・大学生新人、高校生以下：500 円（マイカードの使用はできません）  

         ※＋２００円で、２コース目 

          さらに＋２００円で、３コース目の参加が可能です。  
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    ＊招待者  

      ・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。  

       緒方空人さん、出田涼子さん、築地孝和さん 

       佐野萌子さん、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。  

 

【申込方法】  

 ・Japan O-entrY https://japan-o-entry.com/ からお願いします。  

 ・オリエンテーリングなどの会場に KOLA 会員がいる場合は、お申し出ください。 

【申込み〆切】  

 ・2017 年 4 月 12 日(水)  

 

【問い合わせ】  

   E-mail → kola_osaka@yahoo.co.jp【強く推奨】  

   携帯電話  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  

   Facebook → https://www.facebook.com/KOLAkishiwada/  

 

【そ の 他】  

・プログラムの発送はありません。  

 4 月 9 日頃に、Japan O-entrY（https://japan-o-entry.com/）に、掲載します。  

・本大会では、スタートの事前指定はありません。  

・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

3月18日 京・フォトロゲイニング2017 京都.京都

3/18 -19 インカレミドル・リレー併設大会 滋賀.高島

3月19日 フォトロゲイニングNIPPON2017～ぬまづの宝めぐりII～ 静岡.沼津

3月19日 第12回亀山市民大会 三重.亀山

3月20日 岡山県民大会(吉備高原) 岡山.吉備中央町

3月20日 南アルプスファンクラブ読図講習会＜要項＞ 静岡.川根本町

3月25日 横浜みなとみらいフォトロゲイニング 神奈川.横浜

3月25日 関西学連卒業Festival(関西学連2days) 京都.京都

3月25日 [NG]いくさか村おやきロゲイニング 長野.生坂村

3月25日 若桐杯day1(筑波大3days) 栃木.矢板

3月25日 伊豆半島ジオパークロゲイニング 静岡.函南町

3/25 -26 伊豆高原ロゲイニング体験会 静岡.伊東

3月26日 フォトロゲイニングinさんごう 奈良.三郷町

3月26日 フォトロゲイニング日の出2017 東京.日ノ出町

3月26日 関西学連第3回定例戦(関西学連2days) 滋賀.高島

3月26日 若桐杯day2(筑波大3days) 茨城.土浦

3月26日 第33回金沢大学大会 石川.金沢

3月26日 第35回サン・スーシ大会(第4回ひらつか市民スポフェス併設) 神奈川.平塚

3月27日 矢板の原点(筑波大3days) 栃木.矢板

4月1日 [NG]第4回いちはら里山フォトロゲ 千葉.市原

1月2日 [JOA]第2回マスターズ対策等シニア合宿 静岡.富士宮

4月7日 山川Dream#5 栃木.日光

4月9日 [NG]わかやま貴志川フォトロゲ 和歌山.紀の川

4月15日 [NG]フォトロゲイニング中之条2017 群馬.

4月15日 花見ロゲBBQ 東京.江東区・江戸川区

4月15日 KOLA岸和田市民大会＜要項＞ 大阪.岸和田

4月16日 第14回茶の里いるま大会in秩父 埼玉.秩父

4/18 -5/1 ワールドマスターズ大会 ニュージーランド

4月23日 第36回笠岡市大会 岡山.笠岡

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。

滋賀県で行われた、第３３回ウエスタンカップ。ＭＡは、東大とルーパーが熾烈なトップ争いを繰り広げ
ました。その裏では、ＫＯＬＡが３チームとも完走。しかも、Bチームは、優勝するという快挙。もっと上位
チームが争えるように、若い人も入ってほしいですね。
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