第 1 回椙山コーチ練習会

プログラム・講習テキスト(ver5)

ー探し回るオリエンテーリングから予測するオリエンテーリングへー

練習会ホームページ

http://runnersmate.kokage.cc/sugiyama/

◆開催日
2015/6/14(日)

雨天決行・荒天中止

中止の場合は当日朝 7 時までに練習会ホームページにてお知らせします。

◆持ち物
◎必須品
・コンパス(お持ちの方)

※プレートコンパス推奨

・E カード(お持ちの方)

※指導者役の方もご持参下さい。受講生用に使い回します。

・汚れても良い衣類
・運動に適したシューズ(ハイヒール不可)
・レインコート(雨の予報の場合)
・筆記用具
・このプログラム

※講習で使用しますので必ず印刷してご持参ください。

◎推奨品
・帽子
・飲み物

◆服装に関して
・雨でなければ普段着でも問題無く回れるコースです。但し足場の悪い場所がございます
ので運動に適したシューズでお越し下さい(普通のウォーキングシューズ程度で大丈夫で
す)。
・雨天時はレインコート必須(傘をさして回るのはほぼ不可能)です。また下草等によりズ
ボンが濡れる可能性が高いので替えを用意されることをお勧めします。
・8 時頃より更衣用テントをご利用いただけます。テントでの着替えは一度に 3 人が限界
です。時間通りに練習を始められるよう、テントを利用される方は早めにお越し下さい。

◆集合
小幡緑地本園「冒険遊び場」内の東屋(35.2171N 136.9862E)が集合場所です。
東屋は全員が入れるスペースはありません。屋外会場のつもりで雨対策等の準備をお願い
します。

受講生の方

→

指導者役の方

→

9:00
8:45

集合
集合

着替えが必要な方は集合時刻までに済ませておいて下さい
◎公共交通の方
・ゆとりーとライン小幡緑地駅から

徒歩 10～15 分

(コンビニに寄る場合は＋5 分)

・ゆとりーとライン(大曽根−小幡緑地間)ではドニチエコきっぷ・市バス全線一日乗車券
は使用できません
◎車でお越しの方
・小幡緑地本園

大駐車場から

徒歩 5～10 分

・駐車場は 8:30 にならないと開かないのでご注意ください
◎自転車・ジョギングでお越しの方
・椙山女学園大学星が丘キャンパス正門、名古屋大学東山キャンパス農学部エリア (北東
部)から集合場所まで最短距離で片道 10km 以内です。
・途中に坂がありますので時間には余裕を見てお越し下さい。
◎テープ誘導
小幡緑地駅ーーー(赤テープ誘導)ーーー駐車場入口ーーー(青テープ誘導)ーーー集合場所
｜(黄色テープ誘導)
コンビニ

◎アクセスマップ

◆使用地図
『小幡緑地 2015 冒険遊び場と周辺』
縮尺 1:1,000

等高線間隔 5m 通行可能度 4 段階表記

※縮尺は書き間違いではありません。
◎計算してみよう
縮尺 1:1,000 の場合、地図上の 1cm は現地の何メートルになるでしょう？
答え

：

◎地図記号一覧

◎独自記号
今回の練習会では以下の独自記号を使用しています。
路面種の境界

アスファルト、石畳、土などの路面
の種類の境界線です。ナビゲーショ
ンに有用な情報と思われるため、道
路記号中に黒の実線を入れて表記し
ています。

植生界跡

レンガで囲まれたエリアがあり、か
つて花壇があったことを想像させま
すが、今は何も生えていません。現
地で目立つので植生界を灰色に変え
た独自記号により表記しています。

m

◎地図上のガイド記号について
今回の練習会ではいくつかのメニューで以下のガイドの入った地図を使用します。
折り目マーク

コンパスマーク

指マーク

地図の折り目の目安です。こ コンパスを置く位置の目安で このマークに親指、人差し指
の点線に沿って地図を折ると す。「type3」と呼ばれる標 を重ねるように地図を持つと
持ちやすくなります。

準的なプレートコンパスにサ ナビゲーションがしやすくな
イズを合わせてあります。

ります。

ガイド入り地図のサンプルを下に示します。茶色で書かれた道を辿る場合の例です。
・赤は 1 つ目の道の曲がりを過ぎた直後の地図の持ち方のガイドです。
・青は 2 つ目の道の曲がりを過ぎた直後の地図の持ち方のガイドです。
・左右どちらの手でコンパスを持つ方にも対応できるように両方の手の位置にコンパス
マークを入れてあります。

◆グループ分けとスケジュール
◎グループ分け
グループ 1a

グループ 1b

グループ 2a

浅井千穂(椙山 1)

飯田桃子(椙山 1)

秋山佳穂(椙山 2)

安藤真輝(椙山 1)

尾関実野里(椙山 1) 石田千佳(椙山 2)

太田希美(椙山 1)

小野花織(椙山 1)

橋爪佳菜子(椙山 2) 藤井菜実(椙山 2)

小島由郁(椙山 1)

久野桃子(椙山 1)

山本穂波(椙山 2)

鈴木静華(椙山 1)

達城ゆきえ(椙山 1) 久保志穂子(椙山 3) 水谷文(椙山 2)

寺島毬菜(椙山 1)

辻みなみ(椙山 1)

古田真由(椙山 1)

中津川純菜(椙山 1) 横井里美(椙山 4)

久保実穂子(椙山 4)

鈴沖真由(椙山 1)

松澤佳世(椙山 1)

加藤宏明(名大 1)

竹内公一(名大 1)

桑原武志(名大 1)

小野直拓(名大 1)

長江源輝(名大 2)

天野靖大(名大 2)

長良颯太(名大 2)

辻沙也加(一般)

神谷玲花(椙山 4)

伊東佑子(椙山 4)

守屋舞香(椙山 4)

今泉将(名大 2)

石井達也(名大 2)

稲吉勇人(名大 3)

石川仁弥(名大 3)

是永大地(名大 2)

岩瀬史明(名大 2)

樋口佳祐(名大 3)

山内崇弘(名大 3)

前田悠佑(名大 3)

今井健人(名大 4)

堀尾健太郎(名大 2) 杉浦弘太郎(名大 2) 高水陽介(名大 4)

川岸敬生(名大 4)

南河駿(名大 2)

武田惇(名大 4)

増田翔太(名大 4)

林千尋(名大 4)

大村幸一郎➔欠席

○段塚裕貴

○前田悠作

○前田裕太

(○ が リ ー 魚住詩織

中村由紀子

藤未加子

小島優

ダー役)

川上雅人

穂崎康良

牧宏優

渡仲祥太

南部三王

受講生

指導者役 横山莉沙(椙山 4)

野田昌太郎(名大 2) 澤田潤(名大 2)

コーチ

○平野大輔
堀滉司
嶋岡雅浩

横田智也(名大 2)

竹内美樹(椙山 3)

グループ 2b
鈴木久美子(椙山 2)
福山美矩(椙山 2)
星野詩歩(椙山 2)
都築発帆(椙山 3)

・グループ 1a, 1b：申込時に初歩的なオリエンテーリングルール説明を「要」と回答さ
れた方です。1 コマ目がルール説明になります。
・グループ 2a, 2b：申込時に初歩的なオリエンテーリングルール説明を「不要」と回答
された方です。1 コマ目がお試しミニコースになります。
・グループごとに時間割が異なります。次のページのスケジュール表にてご確認下さい。
・グループ内での個別指導の割り振りは各グループコーチにて行います。
・a,b の分割は乱数を用いて無作為に行いました。

◎スケジュール
グループ 1a, 1b
指導者役
8:45-9:00

グループ 2a, 2b

受講生

ミニ講習

指導者役
ミニ講習見学
(指導内容の確

9:00-9:15

出走準備

9:15-9:30

1 コマ目『オリエンテーリング

9:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00

認)

ルールの理解』

9:30-9:45

受講生

出走準備

1 コマ目『お試
しミニコース』

2 コマ目
グループ 1a：正置
グループ 1b：サムリーディング
3 コマ目

2 コマ目
グループ 2a：正置
グループ 2b：サムリーディング

グループ 1a：サムリーディング
グループ 1b：正置
4 コマ目『応用練習』

3 コマ目
グループ 2a：サムリーディング
グループ 2b：正置
4 コマ目『応用練習』

11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15

パ トロ ール ・ 撤 5 コ マ目 『 ま と パトロール・撤 5 コ マ 目 『 ま と
収・片付け

め の ミ ニ コ ー 収・片付け

め の ミ ニ コ ー

ス』

ス』

・1 コマ目「お試しミニコース」と 5 コマ目のみ計時を行います。
・1 コマ目のみ変則的に、グループ 2a, 2b の指導者の方にグループ 1a, 1b の受講生の個
別指導をお願いします。組合せは次のページの表でご確認下さい。

◎1 コマ目『オリエンテーリングルールの理解』の個別指導組合せ
グループ 1a 受講生

指導者

グループ 1b 受講生

指導者

浅井千穂(椙山 1)

稲吉勇人(名大 3)

飯田桃子(椙山 1)

堀滉司(名大 OB)

安藤真輝(椙山 1)

樋口佳祐(名大 3)

尾関実野里(椙山 1) 山内崇弘(名大 3)

太田希美(椙山 1)

高水陽介(名大 4)

小野花織(椙山 1)

石川仁弥(名大 3)

小島由郁(椙山 1)

武田惇(名大 4)

久野桃子(椙山 1)

今井健人(名大 4)

鈴木静華(椙山 1)

伊東佑子(椙山 4)

達城ゆきえ(椙山 1) 中村由紀子(椙山コーチ)

寺島毬菜(椙山 1)

林千尋(名大 4)

辻みなみ(椙山 1)

古田真由(椙山 1)

魚住詩織(椙山コーチ)

中津川純菜(椙山 1) 川岸敬生(名大 4)

鈴沖真由(椙山 1)

藤未加子(椙山コーチ)

松澤佳世(椙山 1)

守屋舞香(椙山 4)

桑原武志(名大 1)

前田悠佑(名大 3)

小野直拓(名大 1)

穂崎康良(名大 OB)

増田翔太(名大 4)

◆ミニ講習について
◎趣旨
本練習会は受講生多数のため、申込時に「どちらでも」と回答された方はほぼ全員、指導
者役に回っていただくことになりました。その中には 2 年生になったばかりの若い選手も
多くおられます。そうした状況を鑑み、この練習会が指導者役を担っていただく皆様に
とっても多少なりとも競技力向上の足しになるように、指導の空き時間を利用して受講生
と同じ内容の練習(エッセンス部分のみ)を行っていただく機会を提供するものです。
◎対象
グループ 1a, 1b の指導者役の方(希望者)。かなり初級レベルの内容になりますので、「今
更このレベルの練習は必要ないや」という方はスキップしていただいて構いません。
◎スケジュール
グループ 1a

グループ 1b

8:50〜9:10

正置

サムリーディング

9:15〜9:35

サムリーディング

正置

ミニ講習はコーチのリハーサルを兼ねています。受講された方は終了後に分かりにくかっ
た点などフィードバックをいただけると助かります。

◆1 コマ目『オリエンテーリングルールの理解』
・グループ 1a, 1b の方(申込時に初歩的なオリエンテーリングルール説明を「要」と回答
された方)を対象としたメニューです。
・オリエンテーリングの基本的なルールと地図記号の理解を目的としたものです。
・特に、以下の特徴物はオリエンテーリングで頻繁に登場します。これらがどんなもので 、
地図上でどう表現されるのか、実物を見て理解しましょう。
・地形…尾根、沢、ピーク
・植生…藪、オープン(開けたエリア)、植生界
◎理解度チェック
1 コマ目を終えたら以下の問 1,問 2 に答えてみましょう。
問1

下の文章の下線部にそれぞれ○、△、□、×、☆、◎、＊のうちのいずれかの記号を

埋めて文章を完成させましょう。
オリエンテーリングでは地図上の
の中心点を回って
問2

の位置からスタートし、1,2,…と番号の振られた

の地点にフィニッシュします。

下の 3 枚の写真に赤矢印で示した特徴物はそれぞれどの地図記号に対応しますか？

◆1 コマ目『お試しミニコース』
・グループ 2a, 2b の方(申込時に初歩的なオリエンテーリングルール説明を「不要」と回
答された方)を対象としたメニューです。力試しのミニコースをレース形式で回ります。
・同程度の距離・難易度の 2 コースを用意しています。スタートのレーンとコース分けは
関係ありません。たとえばレーン 1 の選手同士でもコースは人によって異なります。
・フィニッシュ後、別のコースの選手とは地図を見せ合わないように、またグループ 1a,
1b の選手に地図を見せないようにお願いします。
・スタートリストは 5 コマ目の後に載せてあります。
・コースを全部回れなくても中断して 9:55 までには会場に戻ってきて下さい。

◆2〜3 コマ目『正置』『サムリーディング』技術解説(予習用)
◎はじめに考えてみよう
オリエンテーリングは時速 10 キロでも迷子になるのに、地図読みに慣れていないはずの
一般人がカーナビを見ながら時速 60 キロで車を運転できるのは何故でしょう？
山の中のナビゲーションよりも都会のナビゲーションの方が簡単だから？
それもあるかもしれません。
でも………こんな場面を想像してみて下さい。
カーナビの画面の上に、必要な範囲を切り出した紙の地図を貼り付けたとしましょう。
普通の人はその紙の地図を見ながら運転できるでしょうか？
出来ないとしたら紙の地図とカーナビで一体どこが違うのでしょう？

※カーナビ画像出典：http://monolover.com/

◎上手なナビゲーションの鍵は「正置」と「サムリーディング」
紙の地図でのナビゲーションとカーナビを使ったナビゲーション、以下の 2 点が大きく違
います。
1. カーナビでは常に現在地が地図上に示されている
2. カーナビでは地図が常に進行方向を向く
実は、紙の地図でもこうしたカーナビ的なナビゲーションを行うことができます。そのた
めに必要になるのが「正置」「サムリーディング」と呼ばれるテクニックです。
◎サムリーディングとは
親指で地図上の現在地を押さえておくことをサムリーディング (thumb reading、親指で読
むという意味)といいます。
(試してみよう)
このプログラムを印刷し、その中の適当な文字(なるべく中央付近)を親指で押さえてみま
しょう(プログラムを地図の代わり、押さえる文字を現在地の代わりと思って下さい)。
その状態で部屋の中を歩き回ってみましょう。
親指で押さえた位置がずれること無く歩き回れましたか？
次に、下の図に示す 2 種類の持ち方を試してみましょう。
どちらも横から見た図です。
(a)では紙の上から指差すようにして現在地を示しています。
(b)では紙を折って横から持ってその指で現在地を示しています。
どちらの持ち方の方が歩き回った時に指の位置がずれにくいですか？

◎正置(せいち)とは
(1)地図上の南北方向と現地の南北方向が平行になるように地図を持つこと
(2)それを応用して進行方向に体を向けること

正置をしていない状態

正置をした状態(上記(1)に対応)

(よくある誤解)
正置とは道の分岐でこれから進むべき道を判断するために地図上の南北方向と現地の南北
方向が平行になるように地図を持つことである。
(解説)
新歓の時期に最初に正置を教わるのはそういう状況ですよね。ですが正置は オリエンテー
リング中、いつでもどこでもやれるものです。
今回の練習会では道が無い状況での正置をいっぱい練習します。

◎正置の手順
1. コンパスの長辺を地図上の進行方向に重ねて置きます。
(ポイント)
・地図を進行方向に合わせて折ると持ちやすくなります。
・親指と人差し指はコンパスのリングの上、中指以降は地図の下に持ってきて、指の間に
挟みこむようにコンパスと地図を重ねて持ちます。

※サムリーディングの説明の(b)のイラストでは親指のみ地図の上に置きましたが、人差し
指も紙の上に持ってきた方が正置との相性が良いです(正置・サムリーディングを組み合
わせて使えます)。

2. コンパスと地図の位置関係を保ったままコンパスを体の正面に持ってきます。
(ポイント)
・コンパスは水平にします。
・コンパスの長辺が体の真正面に向くように持ちます。

3. コンパス、地図、体の位置関係を保ったまま、コンパスの針が地図の南北方向を示す縦
線(磁北線)と平行になるまで体ごと回転します。
(ポイント)
・手だけで回さないように気をつけましょう。体が進行方向を向くことが大事です。

◆2 コマ目/3 コマ目『正置』前半メニュー
・下図のように等間隔に並んだ 6 つのフラッグの中心点に入り、正置を使って A〜F のフ
ラッグを見分ける練習です。
・一度に 10 人が限界のため、グループごとに 15 分ずつ時間をずらしてあります。
練習イメージ

地図サンプル

◆2 コマ目/3 コマ目『正置』後半メニュー
コントロールから次のコントロールへまっすぐ進めるコースを使って練習を行います。
(1)正置を使ってレッグ線の方向に体を向ける
(2)そのまままっすぐ進む
という動作の繰り返しになります。
◎コース
前の人についていくだけにならないように同程度の距離・難易度のコースを 5 種類用意し
ます。いずれか一つを適当に選んで回って下さい。
時間が余った方は 2 つ以上回っていただいても構いません。
どのコースでも課題はほぼ同一なので、どれを回るか悩むよりも適当に選んでたくさん
回った方が効率的です。
◎上手に進むコツ
進行方向に体を向けたら顔を上げて目立つ木などの目標物を作って進むとズレが小さくな
ります。

◆2 コマ目/3 コマ目『サムリーディング』前半
短い周回コースをぐるぐる何周も回りながら、現在地を親指で押さえる動作や進行方向に
合わせて地図を折り直す動作を練習します。次の 4 つの練習を行います。
(1) ガイド入りの地図を使って反時計回りに回る
(2) ガイド入りの地図を使って時計回りに回る
(3) ガイドの入っていない地図を使って反時計回りに回る
(4) ガイドの入っていない地図を使って時計回りに回る

◆2 コマ目/3 コマ目『サムリーディング』後半
・現在地を逐一チェックして親指で押さえながら移動する練習です。
・地図には ○ は書かれていません。代わりにルート線が書かれています。そのルートを
辿って行くとフラッグが出てきます。(ライン O と呼ばれる方式です)
・ルート上にはフラッグが全部で 4 つあります。その正確な位置を地図上に書き込んでき
ましょう。
・ルート上から視界に入る位置に偽物のフラッグもあります。地図をよく読んで正確に
ルート上にあるフラッグ(誤差目安：2m 以内)のみを地図に書き込みましょう。

◆4 コマ目『応用練習』
・「正置」「サムリーディング」の両方の課題を織り交ぜたコースになります。
・受講生・指導者役の判断で適宜ショートカットしていただいて構いません。
・11:30 までには必ず会場に戻ってきて下さい。

◆5 コマ目『まとめのミニコース』
・同程度の距離・難易度の 2 コースを用意しています。スタートのレーンとコース分けは
関係ありません。たとえばレーン 1 の選手同士でもコースは人によって異なります。
・コースを全部回れなくても中断して 12:15 までには会場に戻ってきて下さい。
◎1 コマ目で『お試しミニコース』を回られた方(グループ 2a, 2b の方)
1 コマ目と同程度の距離、難易度のコースです。記録を比べて今日一日の上達具合を確認
しましょう。
1 コマ目『お試しミニコース』

：

分

秒

5 コマ目『まとめのミニコース』：

分

秒

◆スタートリスト
1 コマ 5 コ マ
目

目

レーン 1
お名前

レーン 2

E カード

お名前

E カード

11:40

太田希美

208249(今泉将)

久野桃子

208267(石井達也)

11:41

小島由郁

208286(是永大地)

飯田桃子

208284(岩瀬史明)

11:42

桑原武志

208180(野田昌太郎)

尾関実野里 208264(澤田潤)

11:43

浅井千穂

208178(堀尾健太郎)

小野花織

208404(杉浦弘太郎)

11:44

寺島毬菜

208358(南河駿)

辻みなみ

208160(横田智也)

11:45

安藤真輝

182216(横山莉沙)

松澤佳世

182496(神谷玲花)

11:46

鈴木静華

182378(守屋舞香)

中津川純菜 182215(伊東佑子)

11:47

古田真由

196148(石川仁弥)

達城ゆきえ 169741(牧宏優)

11:48

鈴沖真由

196107(樋口佳祐)

小野直拓

9:30 11:49

山本穂波

208185(マイカード)

久保実穂子 196186(マイカード)

9:31 11:50

橋爪佳菜子 208166(マイカード)

藤井菜実

208176(マイカード)

9:32 11:51

長良颯太

208354(マイカード)

福山美矩

208492(マイカード)

9:33 11:52

石田千佳

208167(マイカード)

都築発帆

196102(マイカード)

9:34 11:53

秋山佳穂

208279(マイカード)

辻沙也加

86296(南部三王)

9:35 11:54

横井里美

182376(マイカード)

竹内公一

183079(前田裕太)

9:36 11:55

久保志穂子 196072(マイカード)

星野詩歩

208439(マイカード)

9:37 11:56

竹内美樹

196195(マイカード)

天野靖大

208269(マイカード)

9:38 11:57

加藤宏明

158567(穂崎康良)

鈴木久美子 208152(マイカード)

9:39 11:58

長江源輝

168859(川上雅人)

水谷文

196113(前田悠佑)

208261(マイカード)

・()内にお名前のある方は受講生用にマイカードの貸し出しをお願いします。
・ここにお名前が無い方も忘れ／故障への対応で E カードをお借りする場合がございます
のでご持参ください。
◎E カードって何ですか？
・コースを正しく回ってきたことを記録するための証明器具です。所要時間も記録できま
す。E カードの使い方の説明を 11:30 頃より行います。

◆コース距離一覧
ルール解説

240 m

正置(後半)A

180 m

お試しミニコース(A)

320 m

正置(後半)B

160 m

お試しミニコース(B)

300 m

正置(後半)C

180 m

応用練習

440 m

正置(後半)D

240 m

まとめのミニコース(A) 320 m

正置(後半)E

180 m

まとめのミニコース(B) 300 m

サムリーディング(後半) 140 m

↑回ったコースにチェックを入れます。

↑チェック

合計距離(今日の運動)：

m

コースを走って回った人は走行距離集計システム「走(そう)るメイト」に投稿しましょう。
走(そう)るメイト URL
http://runnersmate.kokage.cc/aichiol/cgi-bin/index.cgi?club=sugiyama

◆来週の東海インカレに向けて
本日の練習会では縮尺 1:1,000 の地図を使用しました。来週の東海インカレでは 1 日目
(スプリント)が 1:4,000、2 日目(ロング)が 1:15,000 になります。あらためて距離を計算
してみましょう。
・スプリント(1:4,000) 地図上の 1cm = 現地の
・ロング(1:15,000) 地図上の 1cm = 現地の

m
m

◆更に上達するために
◎練習会を利用する
当面、愛知県内では以下の練習会が予定されていますので積極的に活用しましょう。
開催日

行事名

テレイン

主催

6/27(土) 第 1 回名大コーチ練習会

昭和の森(豊田市)

名大コーチ

6/28(日) 第 2 回名大コーチ練習会

菅沼守義(新城市)

名大コーチ

7/12
(日)

第 2 回椙山コーチ練 あいち健 康の森(大 椙 山 コ ー チ ( 担 当 ：
習会
府市)
平野)

8/2(日)

サマーオリエンテーリン 茶臼山高原(豊根村)

三河オリエンテーリング

グ in 茶臼山

クラブ

8/30(日) 第 2 回岡崎オリエンテー 岡崎南公園(岡崎市)
リング教室

岡崎オリエンテーリング
協会

◎自宅でできるオリエンテーリング技術練習
正置やサムリーディングなどの練習は部屋の中でも行うことができます。
それらの練習方法の解説として、「自宅でできるオリエンテーリング技術練習」という記
事を以下の ULR にアップロードしてあります(下の方にあります)。
ぜひご利用下さい。
http://runnersmate.kokage.cc/aichiol/cgi-bin/index.cgi?club=sugiyama

◆問合せ先
前田裕太(本練習会担当)
E-mail(PC)：ymaeda_private@yahoo.co.jp
E-mail(ケイタイ)：m09072889569@docomo.ne.jp
電話：090-7288-9569
※遅刻・欠席される場合は上記いずれかの連絡先にご一報下さい。

