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経県値 
永瀬 

 

 「経験値」という数値があります。これは、全国47都道府県の経験を６つのレベル

（移住、宿泊、訪問、設置、通過、未踏）に分けて判定し、47都道府県の合計を「経験

値」とするものです。詳細は、こちら（https://uub.jp/kkn/） 

 永瀬は、移住地は３都府県と平凡？ですは、43道府県で宿泊経験があり、188点と一

般的には高得点ではないかと思います。唯一、佐賀県のみが接地（降り立った）経験が

なく、鉄道での通過にとどまっています。 

 これだけでは、会報の原稿として、物足りないので、各都道府県の経県を紹介させて

いただきます。今回は、北海道です。 

 

北海道 

 北海道には、これまで７回訪問しています。純粋な旅行１回、オリエンテーリング２

回、出張４回です。 

 初めての北海道は、1996年の年末に、トワイライトエクスプレスに乗って、札幌へ。

北海道大学、小樽を観光して、札幌泊。翌日は、函館へ移動して、湯の川温泉宿泊。翌

日は、函館観光してから、夜に帰阪しました。トワイライトエクスプレスの予約はとる

のは難しくて、旅行会社のパック（トワイライトエクスプレス＋ホテル２泊＋飛行機）

https://uub.jp/kkn/


を利用した記憶があります。この頃は、ちゃんとアルバムにまとめていたので、そこか

ら抜粋した写真を 

 ２回目の北海道は、2007年全日本オリエンテーリング大会参加。会場は、ルスツリゾ

ート。（ルスツリゾートは高かったので、隣接するペンションに宿泊しました。）テレイ

ンは、ルスツリゾート周辺のスキー場を想定していれば、会場からバス輸送で、羊蹄山

自然公園がテレインでした。（ルスツリゾート周辺の方が良かったのでは・・・） 

2015～2017年にかけては、４回出張で、北海道へくる機会に恵まれました。いずれも

１泊２日で、釧路、苫小牧、網走、稚内へ。 

 2016年7月は、札幌OLC２日間参加で、苫小牧へ。植生はほど良く、緩斜面の丘陵地

で、9年前の全日本はどうしてここで開催しなかったのかと思うほど、良いテレインで

した。大会参加後は、寄り道して、夕張線（2019年に廃線）に乗車しました。 

 

次回、青森編に続く？ 



Results 上位３人の平均に対する相対(%)

タイム 巡航速度 ミス率
2021/01/09 FGFF day1 in 四季のさと（三重県津市）
A（出走28名） 2.5km ↑170m

1 二俣　真 0:24:41 KUOLC
2 谷川　友太 0:26:02 片塾
3 菅谷　裕志 0:27:08 OLCルーパー

20 永瀬　真一 1:17:59 KOLA 300.5% 204.3% 36.6%
前田　春正 disq KOLA 381.1%

fash-q(出走10名) 2.5km
1 岩井　龍之介 0:18:36 運営
2 粟生　啓介 0:18:40 名大OLC
4 二俣　真 0:18:41 KUOLC

15 大野　絢平 0:29:47 運営 159.7% 131.0% 22.8%

2021/01/10 FGFF day2 in 霊山（三重県伊賀市）
A（出走40名） 2.2km ↑95m

1 谷川　友太 0:14:41 片塾
2 二俣　真 0:15:21 KUOLC
3 菅谷　裕志 0:16:10 OLCルーパー

20 永瀬　真一 0:28:18 KOLA 183.8% 174.2%

circuit3(出走28名) 2.0km
1 谷川　友太 0:17:19 片塾
2 二俣　真 0:18:31 KUOLC
4 伊藤　元春 0:18:35 KUOLC

20 永瀬　真一 0:32:36 KOLA 179.7% 180.6% 8.2%

2021/01/10 第90回上尾OLC大会 in さきたま古墳（埼玉県行田市）
OWE（出走17名） 3.4km ↑2m

1 小牧　弘季 0:15:10 名大OLC
2 桃井　陽佑 0:15:20 丘の上/横浜OLクラブ
3 尾崎　弘和 0:15:25 トータス

62 直井　萌香 0:27:52 KOLA 182.1% 180.0% 9.1%

2021/01/11 FGFF day3 in 田代池（三重県伊賀市）
OWE（出走17名） 2.5km ↑190m

1 近藤　花保 0:38:16 名大OLC
2 伊部　琴美 0:42:19 名大OLC
3 長瀬　麻里子 0:44:46

14 小笠原　萌 1:09:36 KOLA/OLCレオ 166.6% 161.8% 15.0%

実行委員長：藤本（当日不在）

セッター ：大野

実行委員長 ：藤本（当日不在）

運営いろいろ：大野

実行委員長 ：藤本（当日不在）

運営いろいろ：大野



2021年1⽉度 近畿 OL 連絡会 議事録 
 
期⽇︓2021年1⽉9⽇(⼟) 

 13︓30〜16︓00 
場所︓⼤津市滋賀県スポーツ会館、WEB 会議（ZOOM) 

 
１．参加者 
【会場】 
JOA 愛場、滋賀県 ⽊俣、平島、京都府 ⼩野⽥、ふるはうす ⻘柳、⼤阪 OLC 坂本、KOLA 横⽥ 
【Zoom 参加】 
奈良県 筒井、和歌⼭県 楠⾒、兵庫 尾上、関⻄学連 岩⽥、向井、⾕、⽵重、朱雀 ⾦⾕、OLP 兵庫 橋
本、京⼤ ⼩丸、京⼥ 上原、阪⼤ 萱尾、奈良⼥ 藤⽥、レオ 河合、滋賀県 菅、みやこ 吉野 
 
２．⾏事スケジュール調整 
別添の資料参照。 
 
３．議案 
３．１ JOA から報告 
 １）理事会（楠⾒、愛場） 

・9/6 第25回理事会、1/3 第26回理事会開催した。 

・ランキング⼤会制度を導⼊し、10⽉の全⽇本⼤会から適⽤している。 

 →公認⼤会やインカレ等に加え、ランキングに基づいて E クラス出場資格が付与される。 

 →詳細は近畿ブロックの Web サイトに資料掲載予定。 

・公認⼤会改⾰ WG 報告(JOA 理事会への提⾔）。 

 →「公認⼤会推進窓⼝」を設置し公認⼤会開催のよろず相談窓⼝とする。 

 →EA の教育、運営責任者講習などを実施する。 

 →テレイン開発・コントロールも含め実施するフット O 委員会を設置する。 

 →WG 報告書を JOA の WEB サイトで公表予定。 
 →詳細は近畿ブロックの Web サイトに資料掲載予定。 

・JOA が事業継続給付⾦を受給した。会員への配分として、24万円近畿ブロックに配分されるため、
奈良県協会・和歌⼭県協会に10万円ずつ分配し、残⾦は近畿ブロックに残す予定。 
・公認スポーツ指導員移⾏は登録料の分配など細則を検討中。2年後頃に施⾏予定。 
 →JOA 事務局だよりに詳細が掲載されている。 

・スプリント委員会︓全⽇本スプリント 光が丘→阪神奈⼤会 day1 
 →ME/WE の予選を MA/WA と同じコースとし、ヒートごとに上位3名の平均タイムとの⽐でツアー
の年間ポイントを決める。 

 →コストが⼤きくなるため、申合せよりも参加費を増額する。 



 →選⼿権以外のクラスも値上がりすることで、決勝のコースを⾛れるなど何らかのサービスを検討中 
・アスリート委員会︓現役選⼿で構成。E クラス出場資格等について意⾒を聞くなどしている。 

・倫理規定改訂︓賞罰・処分の対象者を明記。2021/2/1から適⽤。 

 →JOA ホームページのヘッドラインニュースに詳細掲載。 

・スポーツ庁ガバナンスコード対応︓⾃⼰評価を公開済、年度内に監査予定。 

・東京都⼤会にパーク O でトラブル報告︓マスクなしの競技、公園を全⼒疾⾛していること。 

 →ガイドラインを遵守すること、緊急事態宣⾔を受けて追加で JOA からメッセージ公表予定。 

 
 ２）WMG・WMOC（平島） 

WMG2021関⻄は、IMGA で2022年に延期を決定したが、⽇程は未定。 

WMOC2021は、WMG2021関⻄の延期に伴い、IOF は８⽉にハンガリーでの開催を決定。 

 →ただし、コロナの影響でハンガリーでの実施についての判断を5⽉に⾏う。中⽌の場合、2022年
開催の WMG2021関⻄で実施可能となる。 

 
 ３）そのほか 

SIAC の導⼊によりレンタル SI のコストが上がっている。パーク O ツアーの参加費は2000円の申合
せだが、今後 SI レンタル料を別料⾦としたい。 

→パーク O ツアー実施要領を変更する。  
 
３．２ 関⻄学連スプリントセレ併設のお願い（関⻄学連） 

6〜8⽉の間、パーク O で実施できるとありがたい。 
→現状 KOLA たそがれ O、パーク O 和歌⼭が候補。関⻄学連から連絡し調整する。 
 

３．３ ウエスタンカップリレーのカップ対象クラスの条件緩和について（KOLA) 
5.2(1)「⼤会の6ヶ⽉前の末に在籍し」の⽂⾔を削除、主語を訂正 
→「代表チームは、現に当該クラブに籍を置く者で構成するチームとする。」に変更。 
 
クラブチームへの所属を促す、ウェスタンカップだけの補強を避けたいという意図があった。 
しかし、6ヶ⽉の規定があるためにウェスタンカップを機会にクラブに⼊会してもオープン参加となってしまい
逆効果。後者もモラルとして守っていくということで、6ヶ⽉前の規定は削除する。 
→ウエスタンカップリレーの申し合わせ事項の内容を変更。 
 

３．４ ウエスタンカップリレー⼤会の優勝カップのレプリカの扱いについて（朱雀 OK) 
①現状のまま 
②希望したクラブに対してのみレプリカを授与する 
③レプリカの授与は運営者判断とする 
④「レプリカを授与する」の⽂⾔を削除し、レプリカの授与はやめる 



→次回近畿 OL 連絡会で採決を⾏う。調査票収集時に投票を依頼する。（担当︓学連） 
 

３．５ 新型コロナ対応について意⾒交換（KOLA) 
・JOA から近々メッセージ公表予定（愛場） 

- ガイドラインに基づいた⾏動をする 
- イベント開催の可否は管理者と協議し社会情勢等を鑑み総合的に判断する 
- 競技以外（練習会やウォーミングアップ、ダウンを含む）ではマスクを着⽤、競技中も可能であれ

ばマスクの着⽤を検討する 
- 集合場所でも密集を避け、利⽤者の活動を妨げないよう最⼤限に配慮する 

・他の利⽤者への配慮、周りからどのように⾒られるかが重要（⽊俣、横⽥） 
- 消毒液をたくさん置く 
- 競技中もマスクを携帯し、⼈がいるところでは着⽤する 

 
今後も⼤会でトラブルやクレームがあった場合には情報共有し対策に努める。 
何かあれば近畿ＯＬ連絡会のメーリングリストで随時発信してください。 
 

４．そのほか 
・スプリントでの⼀般の公園利⽤者との接触等のトラブルへの対応（愛場） 

- 誘導員の配置 
- 公園の利⽤者への周知（声掛け、アナウンス、看板など） 
- コース設定上の配慮（混雑する場所を避ける、⽴⼊禁⽌、マークドルートの措置など） 

- 競技者の意識の向上（すれ違う場合距離を取るなど） 
 
・次回近畿ＯＬ連絡会︓学連担当（事務局⻑︓向井）8⽉中旬頃 

 
＊なお JOA 報告関連する資料、パーク O ツアーの実施要領、ウエスタンカップ申し合わせ事項は 

近畿ブロックの WEB サイト WWW.orienteering.com/~joa-kinki/ に置かれています。 
 

以上 
 



ＯＬカレンダー
年月日 大会名ほか

3月6日 延 期サンスーシ 大会（神奈川）

3月6-7日 全 日本スキーO（北海道）

3月7日 上尾OLC大会（埼玉）

3月7日 パークOツ アー関西（兵庫）

3月10-11日 インカレ協賛トレ イルO（On-Line）

3月13日 インカレミ ドル（三重）

3月13日 イ ンカレ併設大会（三重）

3月13-20日 ナビたび江東運河 めぐりロゲ（東京）

3月14日 県 西総合公園大会（茨城）

3月20-21日 ス ノーゲイン（北海道）

3月21日 信 州朝日村ロゲイニング（長野）

3月21日 高 崎大会（群馬）

3月21日 フォトロゲ加須げんきプラザ （埼玉）

3月21日 上総湊海浜公園大会（千葉）

3月21日 サン キュー杯（三重）

3月27日 パークOツ アーin関西（滋賀）

3月27-28日スキーOジュニア講習会（岩手）

3月27日 KOLC大 会（栃木）

3月28日 山 川Dream#15（栃木）

3月28日 中止名椙大会

3月28日 吉 備高原大会（岡山）

4月3日 横 浜みなとみらいフォトロゲ

4月4日 UHS 大会兼上尾大会（埼玉）

4月10日 WOCスプリント選考会（静岡）

4月11日 WOCフォレスト+JWOC選考会

4月17-18日 山 川Dream#16（栃木）

4月18日 ジュニアチャンピオ ン大会（東京）

4月24-25日4- Sprint（北海道）

4月25日 白 石島大会（岡山）

Aiming
この大会情報は「orienteering.com」サイトを利用して作成しています。

緊急事態宣言が発出され、大阪も3月7日まで延長が決定しました。状況によっては、短縮する
こともありえますが、残念ながら大阪OLC45周年大会も延期になってしまいました。少しでも
楽しめるようになってほしいですね。


