
2017/1/28(土)開催

2016年度　下期第 2回

椙山コーチ練習会@昭和の森
プログラム

全体スケジュール

9:00 設置組集合

10:00 一般参加者集合

10:15 ミドルレース開始
フィニッシュ後は追加コース

11:45 午前フィニッシュ閉鎖

12:30 リレー 1走スタート

13:10 リレーチェンジオーバー終了時刻

13:30 同時スタート練習開始

14:00 午後フィニッシュ閉鎖
テレインウォーク撤収

15:00 片付け

15:30 終了・解散予定

参加者
椙山 2：横山結女、小野花織、小島由郁、安藤真輝
椙山 3：藤井菜実、星野詩歩、山本穂波、鈴木久美子
名大 3：是永大地
名大 4：稲吉勇人、池田慧、熊谷光起、松本拓也、福澤佑哉、足立将城
コーチ：横山莉沙、前田悠作、前田裕太

外部：角岡明(三河OLC)

地図
「昭和の森の冬 2017」(縮尺 1:10000、等高線間隔 5m、JSOM2008準拠)
・旧マップ「昭和の森」から植生を中心に簡易修正済み
・コースで使用するエリアのみを印刷したとても小さな地図です。驚かれませぬように。

◎テレイン現況
季節柄、植生は概ね良好ですが、伐採の倒木と常緑のシダ植物により足元の悪い箇所もあ

ります。シダ植物(ハッチ表記)は境界が明瞭でナビゲーションに利用できます。樹木の密
集により走行度の低下する箇所は B表記してありますがAとの境界は極めて不明瞭です。
葉が落ちて枝が目立たない低木も多いので目に突き刺さないようにご注意ください。



会場とアクセス
◎会場

昭和の森交流館付属棟　(下記のアクセス地図参照)
会場はコンクリート造りで土足のまま入れます。風雨をしのげる建物ですが暖房器具は使
用できないとのことです。床もコンクリートなので冷えると結構寒いかもしれません。こ
のため防寒着を多めに持参されることを推奨します。

◎車でお越しの方

豊田市方面から国道 419号線を北上
猿投グリーンロードとの分岐(中山インター南)から下記アクセス地図参照

◎公共交通の方
豊田市駅または梅坪駅から「とよたおいでんバス」小原・豊田線または藤岡・豊田線利用

西中山バス停下車　徒歩約 30分　テープ誘導なし　下記アクセス地図参照
(行き) 豊田市駅 7:50➔梅坪駅 7:59➔西中山 8:22
　　　豊田市駅 8:30➔梅坪駅 8:39➔西中山 9:07
　　　※集合に間に合うのはこの 2本だけです。
(帰り) 西中山 15:54➔梅坪駅 16:26➔豊田市駅 16:35
　　　西中山 16:54➔梅坪駅 17:26➔豊田市駅 17:35

◎アクセス地図



◎会場周辺拡大図・レイアウト図

設置練習と地形読み練習(9:00〜)
◎選手組合せ

コントロール 設置担当(椙山生) 指導者役

168 藤井菜実 前田裕太

169 山本穂波 前田悠作

170 星野詩歩 横山莉沙

172 鈴木久美子 池田慧

173 横山結女 角岡明

174 小野花織 稲吉勇人

175 小島由郁 是永大地

176 安藤真輝 熊谷光起

10時集合：松本拓也、福澤佑哉、足立将城
(9時に来て場所当てクイズ(次ページ)を役割を交代しながらやって頂くのでも構いません)

◎設置時のポイント
・コントロールは円内ならどこに置いても良いわけではありません。必ず円の「中心点」
に置きましょう。
・道の分岐など確実な地点からコンパスと歩測を使うと位置を決めやすいです。歩測は個

人差もあるので 2地点からの方位や距離比を使うのが確実です。
・尾根沢のコントロールでは円の中心点の高さにも注意を払いましょう(例：上から 3本
目の等高線上)。
・点状特徴物ではデフを見てどちら側に置くかを確認しましょう(例：穴の南側)。



◎設置後の地形読み練習
設置練習のコントロールはどれも易しい場所にあるのですぐに終わると思います。

設置後、10時まで追加で下記の練習メニューを用意しています。
地形の形を読めるようになることを目的とした練習です。
ぜひご利用ください。

テレインウォーク(初級) 地図上に青丸で示されたコントロールが 3つあります。
どれも沢ですが形が違います。
地図を見てそれぞれの沢の場所まで行き、地図上での描かれ方
と実際の現地の地形をよく見比べて観察しましょう。
フラッグは無いので自力で沢を見つける練習を兼ねています。

場所当てクイズ(中級) 地図を見ないで指導者役の人に上記の 3つのコントロールのど
れかに連れて行ってもらいます。

3つの沢の周囲のごく狭いエリアだけを描いた地図(ジグソーパ
ズルのピースを印刷したようなイメージです)があるのでそれを
現地と見比べてどの沢にいるかを当てます。

場所当てクイズ(上級) やり方は場所当てクイズ(中級)と同じですが沢の数が多くなり
ます。その分だけ選択肢が増えて難しくなります。

◎配布地図

地図A 設置場所(紫の○)と場所当てクイズの回答の沢の選択肢(ジグソーパズル風の小
ピース)が印刷されています。小ピースは等高線のみで道や藪などは印刷してい
ません。方向は北が上になっています。

地図 B 設置場所(紫の○)と場所当てクイズの沢の場所(青の○)が印刷されています。

・椙山生には「地図A」と「地図 B」を重ねた状態でチャック付きポリ袋に入れて配布し
ます。「地図A」が上になっているので場所当てクイズの正解位置は見れません。指導
者と相談してテレインウォーク(初級)をやることにした場合は袋を開けて「地図 B」が
上になるように入れ替えてください。

・指導者役の方には「地図 B」のみを配布します。

午前ミドルレース(10:15〜)
◎スタート

・スタート地区は会場の東側の急斜面を登り切ったところにある東屋です(前のページの
レイアウト図参照)。テープ誘導はありませんが会場付近から目視で確認できます。
・練習会のためスタート枠は作りませんが普通の大会と同じように 3分前、2分前、1分
前と並んでください。

・スタート 3分前になりましたら役員による Eカードチェックを受けてください。
・2分前になりましたらコントロール位置説明をお取りください。
・1分前になりましたらダンボールからご自分のクラスの地図を取り出してください。地
図はビニール袋に封入されています。スタート時刻になるまで見ないでください。

・10秒前になりましたらスタートユニットに Eカードをセットし、スタートの合図とと
もに Eカードをユニットから離してスタートしてください。
・スタートフラッグまでは尾根上の 1本道を登っていきます。約 80mです。テープ誘導は
無しになる可能性が高いです。当日の時間的余裕によって判断します。誘導を付ける場

合は赤一色とします(競技規則では赤白の 2色ですが練習会のため簡略化します)。



◎フィニッシュ
・最終コントロールからフィニッシュまでのテープ誘導はありません。地図およびコント
ロール位置説明も「誘導なし」の表記になっています。
・フィニッシュから会場へのテープ誘導もありません。地図を見て戻ってください。会場
の位置は地図に印刷されています。

◎追加コース

・フィニッシュ後、11:45まで追加コースを走れます。extraのほか、A,Bのうちの 1本目
に走っていないコースを走っていただくのもOKです。3本全部走るのもOKです。ど
のコース組合せでもラスポーゴール以外に共通レッグは 1つもありません。
・追加コースの地図は会場で配布します。必ず 1      本目の記録の読み取りを済ませてから
役員から地図を受け取ってください。読み取りを忘れてスタートしてしまうと 1本目の
記録が消えてしまうので気をつけてください。

・追加コースのスタート地区は 1本目と同じ場所です。地図を見ないでスタート地区に移
動し、お好きな時間にスタートユニットにパンチしてスタートしてください。パンチン

グスタートです。1分単位でなくても構いません。
・追加コースのランオブ希望がございましたら気軽にコーチにお声かけください。

◎フィニッシュ閉鎖

・午前のフィニッシュ閉鎖は 11:45です。完走できない場合でも必ずこの時間までにフィ
ニッシュし、11:50頃までには Eカードの読み取りをお済ませください。追加コースも
同様です。読み取り終了が遅れるとこのあとの運営に支障が出ますのでご協力をお願い
します。
・コントロールのやり繰りの都合上、フィニッシュ閉鎖後にコントロールを移動させます。

このため 11:45を過ぎますと一部コントロールが無くなります。フィニッシュも無くな
りますのでまっすぐ会場に戻ってきてください。

◎LAP解析とルート解説
・ミドルのルート解説を 11時頃に、LAP解析を 12時頃までに走(そう)るメイト椙山に掲
載します。昼休みの反省にご活用ください。

http://runnersmate.sakura.ne.jp/aichiol/cgi-bin/index.cgi?club=sugiyama

◎競技情報

コース 距離 登距離 優勝設定 コースプロフィール

A 1.9km 155m 25分
地形の大きさ・方向・形の利用と正確なコンパス直進
を主な課題とするコースです。
(JOA指導者教本レベル 5相当)

B 1.5km 105m 15分
尾根沢辿り、尾根沢の左右に出てくる特徴物の確認を
主な課題とするコースです。
(JOA指導者教本レベル 3相当)

extra 1.7km 135m 20分 Aコースと同レベルの難易度です。

優勝設定は 1本目の出走クラスに関係なく全参加者(コーチは除く)の一番速い選手想定で
す。



◎スタートリスト

時刻 お名前 Eカード クラス

10:15 安藤真輝 208511 B

10:16 池田慧 196060 A

10:17 小野花織 208502 A

10:18 稲吉勇人 196053 A

10:19 鈴木久美子 208152 A

10:20 松本拓也 196106 A

10:21 山本穂波 208185 A

10:22 角岡明 198875 A

10:23 横山結女 221538 A

10:24 熊谷光起 196112 A

10:25 星野詩歩 208439 A

10:26 足立将城 198823 A

10:27 小島由郁 208345 A

10:28 是永大地 208286 A

10:29 藤井菜実 208176 A

10:30 福澤佑哉 196061 A

10:35 横山莉沙 182216 A

10:36 前田悠作 A
スタート順は男女別に乱数により決定しました。

午後リレー練習(12:30〜)
◎ルール

事前にチームが分からない変則 3人リレーです。
男女各 6チームずつで多くの選手が 2回走ります。

1走 午前のミドルレースの成績の男女各上位 6名ずつが出走します。
Aコースと Bコースの比較はキロ当たりタイムとします。

2走 午前のミドル選手の成績順に出走します。つまり 1走トップの選手 ミドル➔ 7位の
選手、1走 2位の選手 ミドル➔ 8位の選手、1走 3位の選手 ミドル➔ 9位の選手、と
継走します。

そのあとは 1走を早くフィニッシュした選手から順にスタートします。つまり 1走
4位の選手➔1走 1位の選手、1走 5位の選手➔1走 2位の選手、1走 6位の選手➔1
走 3位の選手、と継走します。但しコーチは 2度目の出走はスキップします。

3走 1走を早くフィニッシュした選手から順に出走します。つまり 2走をトップで帰還
した選手➔1走 4位の選手、2走を 2番目に帰還した選手➔1走 5位の選手、2走を
3番目に帰還した選手➔1走 6位の選手、と継走します。
そのあとは 2走の帰還順(タイム順ではなく帰還順です)に継走・スタートします。
但し既に 2本走っている選手と 1本走っているコーチはスキップします。



◎競技の流れ(3ページのレイアウト図参照)
・1走スタート地区およびチェンジオーバーゾーンは会場北側出口付近です。
・スタートフラッグまでは赤テープ誘導です。

・フィニッシュの約 3分前にスペクテーターズコントロールを通過します。
・選手の衝突防止のため、下図のようにスタート地区への移動とスペクテーターズレーン
へのアタックの立ち入り可能エリアを分割します。分割には青黄テープを使用し、各エ
リア内で移動可能な方向を矢印で示します。地図には細かすぎて表記しきれないため記
載していません。事故防止のためご協力をお願いします。
・最終コントロールからのテープ誘導はありません。地図およびコントロール位置説明も
「誘導なし」の表記になっています。

◎Eカードの読み取りについて
・フィニッシュから次の出走まで

の時間が限られるため 1本ごと
に読み取りはしません。リレー

開始前に 1度だけアクティベー
トを行い(2度目の出走の前はア
クティベート無し)、2本分を走
り終えてからまとめて読み取り
ます。

◎デモンストレーション

・12:20頃よりデモンストレー
ションを行います。

◎継走終了時刻

・13:10をもって継走を終了します。リスタートは行わず、この時点で 3走に継走できな
かったチームは 2走までで打ち切りとなります。

◎同時スタート練習(13:30〜)
・リレーを 13:30までにフィニッシュした選手を対象に追加の同時スタート練習を行いま
す。
・スタート地区、スタート地点はリレーと同じです。



◎フィニッシュ閉鎖

・リレーおよび同時スタート練習のフィニッシュ閉鎖は 14:00です。完走できない場合で
も必ずこの時間までにフィニッシュし、速やかに Eカードの読み取りを行ってください。

◎成績と LAP解析
・リレーの成績・LAP解析は練習会終了後に走(そう)るメイト椙山に掲載します。複雑な
成績処理のため掲載までに時間がかかるかもしれません。ご了承ください。

◎競技情報

コース 距離 登距離 優勝設定 コースプロフィール

リレー
1.4〜
1.5km

105m 12分
途中ではぐれて一人旅にならないようにあえて易しい
コースを使用します。道走りが中心です。スピー
ディーなナビゲーションとその中での正確なアタック
が課題になります。ルートチョイスもあります。複数
パターンあり、競いながらも人に惑わされないナビ
ゲーションが要求されます。

同時ス
タート

1.5km 105m 12分

テレインウォーク撤収(14:00〜)
・ミドルのコースをみんなで歩いて回って反省します。
・コーチによる実地解説付きです。
・どの解説についていくかは選手の皆さん各自でご判断ください。午前に走っていない

コースの解説について行くのもOKです。
・反省ついでにコントロールも回収してきます。運搬への協力をお願いします。
・解説担当

Aコース前半(7番まで) 前田悠作

Aコース後半(8番以降) 角岡明

Bコース 横山莉沙

その他
・参加料は一人 50円です。地図印刷の紙代・インク代のみとなります。
・最寄りの救急病院は「豊田地域医療センター」です。梅坪駅の近くになります。

　　愛知県豊田市西山町 3丁目 30番地 1
　　0565-34-3000　http://www.toyotachiiki-mc.or.jp/index.php
　　受付時間(土曜日)　11時半まで／14時以降
　上記以外の時間に受診可能な医療機関は「あいち救急医療ガイド」から調べられます。

　　0565-34-1133　http://www.qq.pref.aichi.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx

問合せ先
前田裕太

PCメール：ymaeda_private@yahoo.co.jp (前日まで)
ケイタイメール：m09072889569@docomo.ne.jp (当日および急ぎの場合)
ケイタイ：090-7288-9569



予習用技術解説「等高線の詰まり具合を読もう」
今回のレース(特にミドル)では地形読みを多用します。
地形読みと言えば「尾根」「沢」「ピーク」などの基本的な地形要素を理解するのが第 1
歩ですが、今回の参加者の皆さんは既にそのレベルはクリアしているものと思います。も
し分からない人がいたら小山様ファンクラブのホームページの解説

(http://koyamsfc.amigasa.jp/orienteering.html)をご覧ください。

今日の話はもう 1段階上のステップです。

同じ「尾根」「沢」でも一つひとつ顔つきが違います。

この「地形の顔つき」を見分けられるようになると 1段階アドバンストなオリエンテーリ
ングができます。
そのための重要なポイントが等高線の詰まり具合です。

◎等高線の詰まり具合の感覚を掴もう
はじめにクイズです。

皆さんが毎日の通学で使っている星ヶ丘テラスの坂道、O-mapで書くとどれくらいの等高
線間隔になるでしょう？

ここでは等高線の間隔をコントロール円のサイズと比べてみることにします。

O-mapではコントロール円は直径 6mmで書かれるルールになっています。
1:10000の地図の場合、コントロール円の直径が現地の 60mに対応します。
これと見比べたとき、星ヶ丘テラスの坂の傾斜はどれくらいでしょう？



(答え)
星ヶ丘テラスには壁に正方形のタイルを敷き詰めたお店があります。

そのタイルの数を数えてみたらおおよそ水平方向 12〜16タイルごとに上下方向に 1タイ
ルずれていました。

ということは 60〜80m進むごとに標高が 5m変わる割合になります。
つまり等高線の間隔の中にちょうどすっぽりコントロール円が収まるくらいの傾斜という
ことになります。

なので正解は(b)です。

それでは名大の部室から八事の森のテレインに移動す
る時に下るあの急坂はどれくらいの傾斜でしょうか？

これもちょうど坂の脇の家の塀にほぼ正方形のマス目
のブロックが使われていたので数えてみたら水平方向

4マスに対して上下方向 1マスの割合でした。

ということは水平 60mに対して高さが 15m、1:10000の縮尺ではコントロール円の中に等
高線が 3本入るくらいの傾斜ということが分かります。前のページの(d)に相当します。

こうしたイメージがあると等高線の詰まり具合から斜面の傾斜を想像することができます。

◎尾根・沢の形を読む

(例題 1)
あなたは今、尾根上にいます。右の地図のA地点と B地点のどちらか
にいることは分かっています。現地の植生は良好で、あなたが今いる

場所の両側の沢がはっきり見えます。あなたが今A地点にいるか B地
点にいるか、どうすれば見分けられるでしょう？

ここでは両側の沢の形が利用できますね。

もしA地点にいるとしたら西側の沢の方が急傾斜で奥行きが短く、東側の沢の方が底が平
らで奥行きがあるはずです。

B地点にいる場合は逆で、西側の沢が緩やかで奥行きが長く、東側の沢が急傾斜で奥行き
が短くなります。

このように尾根沢の形を利用することで現在地把握が容易になります。



等高線の詰まり具合に注目すると、尾根・沢の形の特徴は次のように整理できます。

(1) 尾根・沢に沿った等高線の詰まり具合
尾根上や沢底の傾斜を表します。
尾根上・沢上に何本もの等高線があれば急傾斜の尾根・沢です。
尾根上・沢上を等高線がほとんど横切っていなければ平らな尾根・沢です。

(2) 尾根・沢に直交する方向の等高線の詰まり具合
尾根・沢の尖り具合・急峻さを表します。
尾根・沢に直交する方向に等高線が密に詰まっていたら急峻な尾根や抉れた沢です。
等高線間隔が広ければなだらかな尾根・沢です。

(3) 尾根・沢の中心軸から 1つ目の等高線までの距離
尾根・沢の中にはその軸から 1本目の等高線までの距離が長いものがあります。
これは幅の広い尾根・沢を表します。

◎一つの尾根上・沢上での傾斜や幅の変化
長い尾根・沢になると途中で傾斜や幅が変化することがよくあります。
これらの情報をナビゲーションに使うと便利です。

(例題 2)
△-1：
尾根が緩やかになった地点から
直進

1-2：
尾根が膨らみ始める地点の真横
の沢に下る



◎傾斜変換線と平らなエリア
尾根上・沢上でなくても等高線の詰まり具合を利用できることがあります。

斜面上で等高線の詰まり具合が急に変化している場合、その境目(傾斜変換線)をナビゲー
ションの目印として使えます。辿ることもできます。

また、特に急斜面の中に緩やかなエリアがある場合、ナビゲーションの目印としてだけで
なくルート選択でもしばしば有用になります。

(例題 3)
右のレッグのプランを考えてみましょう。
目的のコントロールは起点と同じ高さにありますから、距離と登
り下りで考えればレッグ線に沿ってまっすぐ進むのが最速に見え
ますね。
でも想像してみましょう。たぶん皆さんも何度も経験していると
思いますが、急斜面というのは登り下りが無くても時間がかかる
ものです。
右のレッグではほんの僅かに下れば平らなエリアがあります。
この平らなエリアを使う赤ルートの方が速そうです。

(例題 4)
右のレッグを見てみましょう。
一見してただ沢を下るだけに見えますが、
沢上にいくつか等高線が特に密に詰まった
場所がありますね。
地面のコンディションにもよるのですが、
特に雨が降った後などはこのような急斜面
は滑りやすく時間がかかります。
なので赤線のように緩いところを上手に選
んでいく方が速いこともあります。

以上、簡単な地形読み解説でした。結構役立つのでぜひ練習会で意識してみましょう。


