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平成26年度地図調査講習会 
平成 26 年 6月 22日（日） 於：金沢市 ふれあいの里研修館 

講習会担当 小林 力 

オリエンテーリング用地図作成の基礎的な習得を目的とし、平成２６年６月２２日（日）に「金沢

市キゴ山ふれあいの里」研修館を会場に行いました。 

当日は、金沢大学生を中心に講義をしました。オリエンテーリング初心者が多かったこともあり、

午前中にオリエンテーリングの地図規定、コントロール位置記号説明し、まず、オリエンテーリング

競技で重要な地図のルールを学んでいただき、地図作成の流れの説明を行いました。 

その後、午後から調査技術の基礎を習得してもらいました。 

 午後からの実技は、磁北線のみの白図を用いて、基礎技術を学んでもらいました。調査経験がまっ

たくない人や、少ない人にとっては、頭を悩ませる結果となってしまいましたが、地図についての理

解をさらに深めることができた有意義な講習会になりました。 

 

（講義）地図記号とは            （実技）歩測 
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（実技）コンパスワーク           （閉講）修了書授与 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

第57回金沢市民体育大会 OL大会 
平成 26 年 6月 29日（日） 於：金沢市 キゴ山 

市民体育大会委員 小林 力 

本年も金沢市民体育大会が、金沢市キゴ山を会場として開催されました。 

例年、クマ出没の有無が心配されますが、今年は出ていないとのこと。しかし、万が一を考え、念の

ため、山中は避けるようなコースとしました。 

天気が心配されましたが、開会式の時には、パラパラと小雨が降る程度出、大丈夫だろうと考えてい

ました。しかし、スタート直後にゲリラ豪雨のごとく大雨。皆、怪我なく帰ってこれるだろうか心配も

しました。その後、レース中はたいして降らず安堵しました。好天ではない中、遠方からの参加も含め

８０名程の参加があり無事大会は終了しました。 

【成績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男子Ａ　(年齢制限なし)

氏　　名 タ　　イ　　ム 所　　　属

１位 石坂 翼樹 0時間25分16秒 金沢大学OLC

２位 増田　暁 0時間29分25秒 金沢大学OLC

３位 山本　大輝 0時間30分46秒 金沢大学OLC

女子Ａ　(年齢制限なし)

氏　　名 タ　　イ　　ム 所　　　属

１位 大津　真実 1時間16分32秒 金沢大学OLC

２位 野澤　麻乃 1時間36分32秒 金沢大学OLC

家 族 組

氏　　名 タ　　イ　　ム 所　　　属

１位 半井　秀　組 0時間21分22秒 金沢市民

２位 小林　舞香　組 1時間15分20秒 金沢市民

男子Ｂクラス(満４０才以上)

氏　　名 タ　　イ　　ム 所　　　属

１位 大塚　雅三 0時間35分54秒 金沢OLK

２位 土屋　武 0時間39分34秒

３位 森田　輝雄 0時間48分55秒 金沢OLK

女子Ｂ　(満４０才以上)

氏　　名 タ　　イ　　ム 所　　　属

１位 植木　典子 0時間56分52秒 金沢市

２位 城　亜津子 1時間24分25秒 金沢市

３位 牧谷　法子 1時間25分15秒 金沢市

初心者クラス(年齢制限なし)

氏　　名 タ　　イ　　ム 所　　　属

１位 植木　一也 1時間06分05秒 金沢OLK

２位 孫田　三郎 1時間10分21秒 金沢市
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開会式                   スタート 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

表彰式                   閉会式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6６回 小松市民体育大会 オリエンテーリング競技 

平成 26年 7月 6日（日） 石川県小松市 

小松市オリエンテーリング協会 佐野弘明 

 

梅雨の晴れ間の良いコンディションの中、小松市憩いの森で小松市体ＯＬ大会が開催されました。小

松市民大会と言っても、８割方は小松市外からの参加者で、小松市民のスタッフ５名はもっぱら運営に

回りました。競技はＡＢＣの３クラスに白熱したレースが展開されました。特にＡクラスには総勢２８

名が出場、その内訳は、金大生１８名、金沢工大生４名、小松航空自衛隊３名、金沢ＯＬＫ３名とレベ

ルの高い顔ぶれとなりました。この中で、男子は新鋭の大や歩が３６分１７秒で優勝、２位に野崎信介、

３位には金大ＯＬ部長の島倉侑志が入りました。そして女子は池嶋美佳と世界選手権を控えた五味あず

さの一騎打ちとなり、五味選手が６秒差の４９分１１秒で壮行となる大会で勝利しました。五味選手は

挨拶で、今日は少しツボってしまったが、これを糧にして世界選手権では頑張りたいと抱負を述べられ

ました。オリエンテーリングジュニア世界選手権ブルガリア大会、日本代表の五味選手の健闘を心から

祈ります。さらにその他のクラスはＢクラス４名とＣクラス３名の少数参加でした。この中で特筆すべ

きはＢクラス優勝者の根石修氏は小松市在住の高校教員、現在は県立翠星高校の山岳部顧問とのこと、

今回は山岳部の練習にオリエンテーリングの地図読みが、練習になるのではと参加されました。感想は

とても楽しく地図読みとＯＬ競技が出来たと、山岳部員の練習にオリエンテーリングを活用したいと言

われました。小松市ＯＬＫも高齢化と会員の減少に危惧している所ですが、今まさに登山ブームであり、

この辺に愛好者の取込みに望みがあるのではと考えます。また小松市ＯＬＫスタッフとしては、憩いの
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森テレインも８号バイパス以南が熊出没で使いづらくなり、憩いの森園内のみのテレインとしては、地

図の精度、調査不足が表面化しています。来年２７年春季には木場潟と共に全国植樹祭の会場にも予定

され、園内の道も状態も変化しています。今後も憩いの森テレインをより魅力あるものにするためにも、

地図の更新が必要になっています。その折は県協会の皆様にもご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

小松市民体育大会オリエンテーリング競技成績 2014.7.6 小松市憩いの森 

男子 A 
   

女子 A 
  

1位 大箭 歩 36：17 金大１年 
 

1位 五味あずさ 49：11 金大３年 

2位 野崎信介 37：07 金大２年 
 

2位 池嶋美佳 49：17 金大院生 

3位 島倉侑志 38：09 金大３年 
 

女子 B 
  

4位 高嶋健伍 38：30 金大４年 
 

1位 植木典子 1：46：27 金沢市 

5位 今 正寛 40：08 金工大 2年 
 

男子 C   

6位 増田 暁 40：51 金大３年 
 

1位 植木一也 1：11：35 金沢市 

男子 B 
       

1位 根石 修 41：23 小松市 
    

2位 大崎 正 1：18：00 野々市市 
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平成26年度北信越連協 通常総会 
平成 26 年 7月 19日（土） 於：新潟県上越市 上越教育プラザ 

 小林 力 

平成 26 年度北信越連協の通常総会が新潟県上越市で開催されました。 

北信越でオリエンテーリング活動を行っている団体やクラブが集まり、意見交換などを行いました。 

決算、予算報告といった、例年の議事に加え、今回は JOA の財政や全日本大会の今後のあり方の意見

交換がされました。 

JOAの財政については、毎年 200万ほどの赤字が続いており、あと 3年もすれば破綻するとの意見が

聞かれました。今後は、競技登録費の値上げ、県協会への負担増など様々な意見が議論されているよう

です。石川県協会でも各種大会で、参加費を徴収するなどし、資金を得ることを考えていく必要がある

かと思います。 

もう一つ、JOAの重要行事として全日本大会の運営形態についての意見がありました。全日本選手権

者を決めるコースと、若年層や高齢層のコースを一度に提供できるテレインの確保、コース設定、運営

が難しいとの意見でした。地図の質や競技者の質がかなり上がっているため、都道府県やブロックで持

ち回るのは各協会の負担が大きく体力を削っているのではないか？数カ所の固定テレインを使い回す

（学生インカレと同様な）方式がよいのではないか？運営者は、各地から応援を喚べばよいのではない

か？との意見でした。 

 JOAがあるからこそ、ルール統一された競技としてのオリエンテーリングがある。健康増進のための

生涯スポーツとしてのオリエンテーリングでもある。両立させるためには難しい問題であると認識させ

られました。 

 

次ページは、「オリエンテーリングマガジン２０１４年６月号」よりの転載です。 

 ※長野県協会の木村氏の記事です。 
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第66回石川県民体育大会 OL大会 
平成 26 年 8月 10日（日） 於：津幡町 あがたの森 

県民体育大会委員 小林 力 

第 66 回石川県民体育大会夏季大会は 8 月 10 日、津幡町を会場にオリエンテーリング競技を行う予

定でした。 

しかし、台風接近のため、石川県体育協会の判断で、屋内外全ての競技が中止となりました。参加者

の移動の安全を考えての判断です。 

7 市 3 町から選手、役員総勢 170名余が参加予定でしたが、残念な結果になりました。 

平成 27 年度は、会場を中能登町に移しての開催となります。 

 

初任研OLを指導して 
平成 26 年 7月 31日(木)、8月 6 日(水)、8月 20 日(水) 白山市 白山青年の家 

        森田 輝雄 

 

 石川県内の公立学校に新しく採用された先生方を、毎年学校の夏休み期間中に三泊四日の宿泊研修を

行っている。近年採用の先生方も増え、１シーズン３回に分けて、鶴来町の白山青年の家で行っている。

その研修プログラムにＯＬが採用されて６年が過ぎた。主催者である石川県教育センターでは「野外活

動の体験を」とこのＯＬを取り入れたらしい。ハイキングのような少年自然の家などで行われているＯ

Ｌを予想していたらしい。 

 個人的に頼まれたからには、本格的なＯＬを目指してカリキュラムを組んだ。一年目には所長や担当

指導主事も驚いたが、参加された先生方から好評の声があり、次年度からも継続されたようだ。確かに

熊が出没するかもしれない未知の山野を単独で放り出すため、不安があったのは事実のようだ。しかし、

それ以降６年間も続いているので、この研修は価値があると判断されたのだろう。 

 この間、私として改善した点は、ＯＬそのものを指導するのではなく、ＯＬを通して野外活動の指導

者としての立場をメーンにすえた。すなわち遠足などの引率者としての留意点や子供たちへの興味づけ

のテクニック指導も盛り込んだ。具体的にはスタート直後の主要道路の横断に係員を配置することや誘

導コントロールの設置など、事前に危険性を可能な限り取り除く配慮の大切さを指導した。また興味づ

けとして、個人で競争させるだけでなく、各クラスの順位に得点をつけ班で競わせたりもした。賞品は

大中小のスイカであり、その後の班ごとのバーベキューに役立たせる演出であった。 

 今後も、このＯＬ研修が継続される保証はないが、依頼され続けるかもしれない。そこでＯＬ指導員

も世代交代をしなければならない。一度に３名全員入れ替える訳にもいかず、今年は大塚孝氏に代わっ

て山越順平氏、来年は藤田弘氏、再来年は森田輝雄氏と順次交代したらと思っている。ただし、主催者

からの依頼があっての話である。 

 いずれにしてもＯＬに興味を持つ若い先生方や子供たちが増えることを願ってやまない。 
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（講義）                （スタート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（競技）                （ゴール）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（成績）                （表彰） 
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平成26年度全日本リレー石川県セレクション 
平成 26 年 9月 7日(日) 能美市 辰口丘陵公園 

        小林 力 

 

平成２６年１２月７日（日）に岐阜県中津川市で開催予定の「第２３回全日本リレーオリエンテーリング

大会」の石川県選手の選考会を開催しました。 

例年、加賀市の「加賀海岸」で開催していましたが、松食い虫の被害により、松林が伐採され、かつての

良質のテレインが失われ（ほぼ全域で通行困難な Dヤブになっています）会場変更となりました。 

昨年は、台風接近で警報も発令されたため、開催したい気持ちもありましたが、やはり、参加者の安全確

保を第一と思い、天候は荒天と判断し、大会中止を決定しました。 

今回は、秋晴れのもと、金大生を中心に参加いただき、日頃の練習成果を発揮いただきました。 

テレインが狭く、地図交換を行う２マップ方式とし、距離や競技時間を調整しました。 

今回のセレクション結果と、セレクションには参加できなかったが出場意思のある選手をあわせて考慮し、

選手団を派遣したいと思います。 

選手として選ばれた方々には、上位入賞を期待します。 

 

 

 

≪ information ≫ 

【インカレロング 2014が福井県あわら市で開催】 

 平成 26年 10月 12日に福井県あわら市の「トリムパークかなづ」で日本学生オリエンテーリング選手権大会ロ

ング・ディスタンス競技部門が開催されました。 

 金沢大学も活躍しました。 
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   都市
ま ち

が元気だから会社も元気 

米沢電気工事株式会社 
本 社/ 〒921-8588 金沢市進和町 32番地 076-291-5200（代） 

支 店/ 東京 名古屋 大阪 

営業所/ 埼玉 富山 福井 新潟 九州 白山 小松 能登 

http://www.yonezawa.co.jp 

米沢電気グループ 
北星産業株式会社          大和タクシー株式会社 

株式会社テクノブレーン       株式会社米沢ビルシステムサービス 

北斗油送株式会社          藤井商事株式会社 

大和商事（株）（しあわせの湯２）   株式会社オータム（しあわせの湯） 

大和タクシーコールネット（株）   大和自動車交通株式会社 

株式会社米沢エナジーマネジメントサービス 

石川日産自動車販売株式会社     株式会社日産プリンス金沢 

社会福祉法人若松保育園       株式会社金沢観光 

      

 

 


