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岡山県白石島で開催される
笠岡市 OL 大会も 24 回。 
全日本リレーを半年後に控
えて全国から偵察隊が集ま
った。 
 
第 24 回笠岡市オリエンテーリング大会 
2005 年 4 月 24 日（日） 
岡山県笠岡市白石島 

 

 
開会式。背後に見える岩山のほぼ山頂に鎧岩
（天然記念物）がある。 

 

絶景かな鎧岩 
会場から見える岩山。まさかここに

登らされるとは。 
まさに登山道。ふもとの神社から樹

林帯を抜けると、一気に視界が開ける。
眼下には島の山並みと瀬戸内海の絶景
が飛び込んでくる。 

巨岩ひしめく尾根線はどこか古代信
仰を感じさせる。どこまでも晴れ渡っ
た青い空と青い海。下から吹き上げる
風に押し上げられ、気分は天上界。 

 
そんな中コントロールは天然記念物

の鎧岩（よろいいわ）。縦横の節理が碁
盤の目のように正しく、鎧の直垂（た
だひれ）に似ているのでこの名が付い
た。花崗岩を貫いて噴出したアップラ
イトの岩脈で、地質学上貴重なものら
しい。 

地元では登りの厳しいハイキングコ
ースとして知られる鎧岩もオリエンテ
ィアの足にかかれば舌を巻くほどのス
ピードで駆け上がる。 

 
 

全日本リレー偵察隊 
今年で 24 回を迎える笠岡市 OL 大会

は毎年白石島で開催されている。毎年
の参加者は天候に大きく左右される。
雨が降った2年前はわずか参加者20名。
晴れた昨年は 100 名弱の参加者を集め
ている。 

今年は全日本リレー大会のプレイベ
ントとして、地図をリメイクし、E-card
を導入した。このためか全日本リレー
の偵察隊と称して遠くは北海道をはじ
め全国から130名の参加者が集まった。 

 
 

海上アルプスを駆ける 
本州から瀬戸内海の中にそびえる山

脈が見える。別名「海上アルプス」と
呼ばれる山塊が白石島西部にそびえて
いる。山頂から見える 360 度の海と島
並みを求めて多くのハイカーが島を訪
れる。笠岡市 OL 大会はこの海上アルプ
スを中心とした山塊で開催された。 

 
実は島の東部には低山があり、今ま

での笠岡市OL大会は島東部をテレイン
として開催されることが多かった。し
かしこの部分は 2005 年 12 月に開催さ
れる全日本リレーのテレインに指定さ
れ、参加者は立ち入りが禁止されてい
る。そこで今回の笠岡市 OL 大会は島西
部の「海上アルプス」を中心にコース
が設定された。 

 
テレインから見える風景 

海、砂浜、島、灯台。春の海は美しい。 

 
もともと狭い白石島だが、使用範囲

が限定された中で、ある程度のウイニ
ングタイムを確保したい。またせっか
く全国からアスリートが集まる中、ホ
ネのあるコースを提供したい。 

そこでコースはこの海上アルプスを
中心とした厳しいコース設定にした。
厳しいぶんだけ白石島の見どころたっ
ぷりである。 

 

絶景！でもキビシー！ 大会レポート 
笠岡市 OL 大会 
2005 年 4 月 24 日 木村佳司 

MA で優勝した諏訪高典。海の突堤に設置されたコントロールにて。 

背後に見える島は干潮時には歩いて渡れるようになる。 
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「アップ？ ありましたが、私にはちょ

うど良いくらいでしたね。」 
（男子優勝者の諏訪） 

「登り、きついわ！」（城森） 
「まぁ、景色が素晴らしいのね！カメ

ラもって走ればよかったわ！」 
（WA に参加した高橋） 
 

 
子供たちもはしゃぐ好天 

 

もう地図は出来ている！ 
全日本リレー偵察隊を唸らせたのは

新しく完成した白石島の地図。今回は
白石島の西部のみが公開され、競技に
使用された。 

実はもう全日本リレーに使用する島
東部も全日本リレー精度の地図調査が
すべて完了しているのだ。 

 
というのもこの冬から春にかけてプ

ロマッパーの山川氏を島流し軟禁状態
にして、せっせと調査に励んでもらっ
た成果だ。世俗の邪念を断ち切って調
査するしかない環境なのだ。 

 
調査の結果白石島の岩石地帯を表現

するために1:10,000の縮尺ではうまく
表現できないことが判って来た。昨年
度の埼玉全日本リレーと同じく
1:7,500 の縮尺に変更したい。 

そのテストケースとして今回の笠岡
市OL大会の地図も1:7,500の縮尺で提
供された。 

 
提供された地図は全日本リレー水準。 
岩だらけの尾根はさすがに表記不能でかなり
表現を単純化している。 
お寺の裏山は岩と祠がいっぱいだ。 
 

 
第 24 回笠岡市 OL 大会成績 
MA 
1 諏訪高典 OLP 兵庫 0:47:09 
2 和久田好秀 静岡 OLC 0:48:37 
3 奥村理也 ウルトラ C 0:53:41 
WA 
1 橋本かよ 京都市 0:54:39 
2 松本知佐子 朱雀 OK 1:00:42 
3 清水麻紀 広島 OLC 1:09:38 
MB 
1 池田辰夫 大阪 OLC 0:37:20 
2 原田憲夫 札幌市 0:44:27 
3 若松英雄 中京 OC 0:45:26 
WB 
1 若松りつ子 中京 OC 0:48:42 

MWN 

1 有本敦至 笠岡市役所 0:35:31 
一般組 
1 伊藤憲孝 倉敷 0:46:27 
2 野沢建夫 大阪 OLC 1:03:37 
3 山川節子 白石島 1:25:26 
家族組 
1 西山孝史 笠岡市 0:49:45 
2 河田瑞希 笠岡市 0:53:16 
3 山下英久 浅口郡 1:05:14 
女子組 
1 天野裕代 白石島 0:40:02 
2 天野香代子 白石島 0:43:14 
3 清迫恭子 総社市 0:47:57 
少年少女組 
1 原田麻里奈 白石島 0:45:13 
2 天野優矢 白石島 0:48:43 
3 西岡賢吾 白石島 1:09:08 
 

 
砂浜に置かれたトレイル O のフラッグ 
これは難しい 
 

トレイル O も毎回開催 
笠岡市OL大会では数年前からトレイ

ル O も毎回併設されている。最近国内
の大会ではこうしたトレイル O 併設は
珍しくなくなってきたが、岡山県では
トレイル O には早くから取り組んでき
た。 

しかし今回の参加者の目は鋭い。今
まではトレイル入門編の位置づけで開
催していたトレイル O も、今回の参加
者はトレイル O のほうも百選練磨。な
かなか鋭い意見が出されていた。 

12 月の全日本リレー前日にはトレイ
ル O も開催する予定。今度はしっかり
吟味してトレイル O 経験者も唸らせる
ような、しかも素直なコースにしたい。 

 
 

 
トレイル O では上位に君臨した朱雀 OK 
賞品は白石島産の「海苔」 
身の厚い海苔はおみやげに人気 

 
（木村佳司） 

 

 
白石島のもうひとつの産業・石材。 
テレインに石切場がある。ここはガケで危険地
帯。もちろんコースからは外している。 

 
 
おまけ 

 
JR 岡山駅の新幹線ホーム 
ヲタクゴゴロをくすぐる岡山理科大学の看板 
「リカが選んだ大学です」・・・うーむ。 
リカちゃん人形がマスコットキャラクターとは。
恐るべし、岡山。 


