コーチング 「明日のために」ログ
2 007年度に筑波大 学オリエン テーリン グ愛好会のコ ーチを務 めま した。 遠隔地に住 ん でいたいこと もあり「 明
日のために」というブロ グを立ち 上げて、学生との 情報共有 を試 み ました。この デー タはそ のロ グを 一 部編 集し
て掲載していま す。本文中 に参照される 資料 は コ ーチングレポート（ＰＤ Ｆファイル）の巻 末付録に添付し てい
ます 。なお多くの 機会においてす ずきこーし氏の言葉 を引用 させ ていただいたこ とをお 断りしておきま す。

5月
流山ミー ティン グ

青山、稲葉、 大杉、 坂岡、 千葉、神谷 とミーティン グ。愛好 会の要望 を 確 認した 後、 コーチか らの 条 件を提示。
コー チの 条件
①ＮＴ・仕事 のスケジュー ルを 優先したい
（N T合宿などがあればそち らを優先 したい。仕事 の都合 によっては 木 ・金曜 からのイン カレ 帯同や 合宿 参加 は
確約 できない）
②コ ーチング対象は競技 での 目標 をもった 人限定
（全員 を みる余裕 は ない。 愛好会全体、 一年生への指導などはクラブでケア する）
③さぼらない
（正直 なとこ ろ頼まれるとは思っていなかった し 、できる自信もなか った。 み んなが頑張 ると いうか ら力になりた
い。頑張 ってなければコー チのモチベーシ ョンも 下がっちゃう。逆 にコ ーチのや る気を出 さ せてやる っていうく ら
いのつもりでいてほしい）
お互いの要望 ・条件を擦り合わせた結果、 合意に至る 。

ア ンケ ー ト

愛好 会員の現状を知るた めに、 以下のア ンケー トに答えて個人 メール で送ってくださ い。 これはア ンケ ートなの
で、正直 に、 そしてなるべく具体的 に書いて欲しいです。 変なこ とを 書いた からといって 、その 後のコ ーチングに
差が出る ことはないです。
締め切り：５月１３日
Q1.人生 における オリエン テーリング 目標
（例：生涯 の娯楽 、競技者 として続けたい、大 学の間はとにかく 打ち 込みたい 、 大学時代 の 楽しみ 、など ）
Q2.競技的 なゴール
（例： WOCやユニバー出場、全日本 チャンプ 、インカ レ優勝 ・入賞・Ａ決 勝進 出 ・ ロン グセレ通過など）
Q3.今年度 の目標
（例： イ ンカレ個人戦優勝 ・6位入賞など 、 具体的な数字とともに ）
Q4.Q3の答えに 向けてやる べき 課題として捉えているこ と
（例：走力 アップ（5000 m16 分）、ミスをなくす 、プラン をしっかりす る、 痩せる など 、 具体的な数 字があれば よ
い）
Q5.Q4の課題をクリアす るための日々の約束事
（例：週 2 でスピ トレ、月 200km 、毎日地 図読 み、コン パス素振 り1日 100回、 夜 は食 べ ない、 など、具体的 な数
字であればなおよ い）

当面の方針

１学期にまず取り組んで欲しいこ と。 心技体の３つの 面から。

・フィジカル ：トレーニングプラン・レポートを 作る
まず 年間計画を立て、 各月のトレーニン グの 数値目標 を決める。前月 よ りも多くの 量をこなし 、 ２月まで増 えて
いくようにプランする 。次 に一ヶ月ごとにトレーニングプランの詳細を作 る。
・テクニック：プランニング基準 を 守る
プランニングの 基本 となる基準 をみんなに 提示していくので、レース中 はもち ろん、地 図読 みや 合宿 のときにも
常にその基準 に忠実なプランをす る 。（その 意味 ではとても面 白くない、 と思 うかもし れないこ とを覚悟 し てく だ
さい ） まずは「シンプルなプランニン グを する」ということを心 が けて、プラン ニングをしてみる 。具 体的 には チェ
ックポイン トの 設定は100m に１個まで。
・メンタル ：五感 を フル動員 して吸収する
大会は学ぶべき多くのことがそこ ら中に落ち ています。トップ 選 手の様 子（談笑の様 子 、何 分前から着 替え・ 準
備している か？、着ている 服・持っている 用具・靴、 集中 の様子、 反省 の 様子） から盗 めるこ とは たくさ んある。
さらに直接話 しを聞いてみる。話 しかけにくければコ ーチのコ ネを 使ってもらって OK。レース中 に一緒 になる場
面があれば（大事 なレースでなければ）ついていってみる、などの 挑 戦もよい。仲 間 内だけで話したり 、 一人で
音楽に聞き入っていたりするのはもったいなすぎる。

ト レ計画表

上で書いた トレ ーニングプラン ・レポー トのためのフォーマットと なるエクセルデ ータを アップ 。シー トが ２つある
のと 、 コ メントで各欄 の説明をしている ので注意。 →年間 スケ ジュール （PDF11p目）を ダウン ロー ド

次行っ てみよ う

だいたいアン ケー トは 出揃 ってきました。提出 してくれた人、 ありがとう 。おか げでだ いぶ 愛好 会 のこと がわ かっ
てきま した 。 （アンケー ト回答 は随時受付中 です。 ）
終わった人は次のステップに進んでみま しょう。 年間プラン を立 てる、というところです 。このブロ グにフォーマッ
トをア ップしています 。
これを 使って愛好 会活動と個人 の活動（学校・バイト・ 旅行などなど）が １年 間どの ように流れていくの か 見 極め
ます 。その 上でトレーニング量などを調整していきます 。 目的は 「 無理なく 、 確実に、トレーニングを 積むこと 」で
す。
トレーニングをバリバリする 人もそうでない人も、多忙 な愛好 会 生 活をエ ンジ ョイする ためには長期的な視 野で
スケジュー ルを 調整す ることが重要だし、 そん な視野を養うことは 社 会に出 てからも役にたつこと です 。愛 好 会
の中で自分 という人間 を育ててくだ さいね！

5 /2 0 ミ ーテ ィン グについ て

日時：５月２０日（日）
・コーチあいさつ
１年間お世話になりま す、 というご あいさつ。
・アンケ ート 結果
先日行ったアンケ ートは 内容も大事だけれど、 みんながどんな人 たち なのか把 握す る目 的もありまし た。 文体
とか 提出 のタイミングとか 、前後 にくっつくあいさつとか。 いずれ にし ても思った 以 上に多 く の人から回答 をもら
えたのが 正直意外 だった し 、嬉しかったです 。
・今後 の方針・スケ ジュールの確認
地理的な問題もあり、 毎日毎週みんなと会うこともできないですが、小泉 は重要 な場 面にはポイ ントを絞って
現れます。次回 はロ ングセレ対策練習会の前の週あたりで「 ロン グセレ について」のミー ティングをしま す。日 程
が決まったら後日連絡。
スピトレや体トレなどの日々のトレーニングはみんなで考えてメニューを 組んでもらっていいです 。川添君 が
組ん だメニューはなかなかいいと思います。 ただ走り始めたば かりの人向 けに 軽めのメニューも用意 する 必要
はある でしょう。 どうしても悩むようなら 相談してください。

ロ ングセレ対策練習会など、 学生主催 で出来るものに関してはどんどん やってくだ さい。 内容（ コン セプト ）に
関して事前 に相談をしてもらって、 それからみん なでメニューを考える のがいいと 思 います。重要 なイベント（選
考レ ースや直前 のミーティン グなど ）は、 コ ーチ主催 で呼びか けること もあります 。
・目標 について
前述のアン ケートで書いてもらった目標、 それ向けた課題、そしてそれを克服 するた めにできること 、 と いうお
題に対する 回答を踏まえて。
目標は高いけれど、それに向けた課題 ・対策についてはお粗末 な感は 否めない 。
課題に関しては 、 例えば、走力ア ップが必要、 というのはどのくらいのレベルを指すのか ？12 分 間走で
250 0m を3 000mにしたい、 といった具体的なイメ ージがない 。さらになぜ 3 000m走 れ るようになったら目標 を
達成 できる ようになる のか 、 理由付けも乏しい。 ラップ解析か ら走るだけの 区 間で○○君 に××秒差 を付 けられて
いるから、トラックで△△のスピ ードアップが必要そうだ、という理 論付けがあれば 、 こ れからす ること に自信 を
もってやれるはず。
次にその 課題を克服す るための対策として、 上の例で言うと、 月○○○km走 る、 と いった数字 を出す 人はいる
が、それに対する 根拠がやはり乏しい。これまでどのくらい走っていたから、これ からはこのく らい 走る、 と いっ
た 理由付けが欲しい。
以上は、自分 たち がなぜそれをする のか？という根拠を常に持 ち、自信 を 持って実 行に移すために 必 要なこ
とです 。 自分の課題や対策を再考 してみてください。
目標達成を本当に望むのであれば 、なにも分からない、 と いう答えにはならないは ず。 何か、出 てくる はずで
す 。がん ばって頭と 心から絞り出してください 。
・今後 の方針
個人の目標 に関しては、けっこ うタイトにコー チン グをしなくては 達成 できない人 もいるけれど、 地理 的・時間
的な問題から小泉一人では難しい部分 もある ので 、必要 だと思 う人 には私 が信 頼する 個人コ ーチをつけます。
個人 コー チは 、一 つは 愛好会OB ・OGのみなさん のご協力 を、一 つはと きわ 走林 会 の事業 を利用 してお願 いし
ていま す。
・団体戦について
次に団体戦について。みん なから出た目標 は、 昨年の結果を見るに、 けっして無理 な目 標ではないし、それ
に対す る愛好 会としての覚悟（ なにをしなきゃいけないのか）もまと められ ている ようなの で、 今の段階 では 支
持します。
団体戦メンバーの 選考方法 は、選考レ ースを経て決めます。選考 レースは 12月 の埼玉２ＤＡＹＳの どちらか１
日と、年末年始 の合宿 での 独自レースの ２本です 。中止などのアクシ デントに備 えて、１月 の ジュニアチャンピ
ョン 大会を予備 レースにしておきます 。選考方法 は選考 レースの 結果 をポイン ト化 し、 そのポイントを もと に上
位３名 を 選びます 。対象は全愛好会員です 。 ただどのコー スを対象 にする か、ポイントの 付 け方 、合計を 取るか
平均 を 取るかなどの 詳細 は、秋 くらいに発表します。
なお２本 にしたのは、愛好 会の会員数を照らし合わせた結 果、 緊張 感をもって望めるの は２本 であると の 判
断です 。 例年のよ うに ３本中２本だと 、 １本はミスしてもいい、という気 の緩 みも生 まれ るでしょ う。 怪我やスケジ
ュール 的にどうしても出られない、という人のために救済措置 も考えますが 、詳 細 とと もに秋 以降に発 表しま
す 。でもこの 時期 から選考方法 を 決めているのは 、そういう 問 題に対応 しやすくす るためなので 、その 辺 を考え
てスケ ジュールを調整 していってください。

ト レーニ ング 強度につ いて

以前お知らせした 月間トレー ニング表にトレーニング強度の欄 があります。
トレー ニング強度は週ごとの 走行距離 とは 違い、 連続した 形にはこだわ らなくてもいいのですけど 、 意識して
欲しいのは、 その日は強度の高いトレをするのか 低いトレをする のか ってこと です 。
意味もなくダラダラ走るのではなく、必要 ないのに頑張 るこ ともない 。目的を もってトレー ニン グするための意
識付 けです 。 その意味 でも事前 に強度をプランしておくことが 大切ですね。
具体的には 、 「重要なレースの 前は強度を 落とし 、 回復を 待つ」「 トレーニング期間 は 強度 を高める 」 「故 障防
止のため、レベル５は３日以上は続けない 」などです。

6月
ア ナリシスの 書き方

何人 かのアナリシスを 読んで思ったこと。

アナリシスの書き方はみんなけっこういい。 プラン・実行・分 析（ 反省 ）を分けて書くこと で 、 言葉の 意 味を正確
に認識 するこ とができる 。
でも内容はまだア ナリシ スには 達していない。アナリシス・ア ナライ ズ、 つ まり分析 すると は 「ある 物事 を分解
して 、そ れを成立させている成分 ・要素・側面 を 明らかにす ること 」（ 広辞 苑 よ り）である。
みんなのそれは「こう行こ うと思った 、実際こうだった、 ア タックで尾根 を見 る べきだった」と いう文章。ここ で注
目したいのは「ＡＰ で尾根 を見る べきだった」という点。
同じレッグを走る ならば、 次はその尾根を見ればよいけれ ど、アナリシスを 書いたレッグと 同じレッグを走 る こ
とは 二度 とない。 だから汎用性を 持ったア ナライ ズをする 必要 がある 。そのた めには ナビ ゲーシ ョン を要素 に分
解す るこ とが必要 である 。
・ナビ ゲーシ ョン の 要素
答えから言ってしまうと、 「方向：どっちに進む？、地形： どこに 行く？、 距離 ： どこま で行く？」 である 。ナビゲ
ーシ ョン のサイ クルはこ の ３要素に集約 される 。つまり、 まず東西南北上下右 左どの方向 に進むのが 正 し いか
確認 し 、そしてこれから 行こうとする とこ ろには 何がある のか、 そし てどこ まで行けばそれ がある のか 、を 確 認し
ながら進み続けている。 ア ナリシ ス（反省）を書いて、 ３要素が 押さえられ ている アナリシスはよ い文章。
あなたが見ようと 思っていた 「尾根」にはどん な意味があったの か、３要 素の何 に当ては まるの かを 考えてみ
よう 。 尾根のあるほうに進むた めに 見たのであれば 、その 尾根 は 「 方向 」の ためのツー ルだし、尾 根上 に登 るた
めに尾根 を見たのであれば、 地形（「どこ？」） を見ただし、尾根 が見 えるまで走 ったのであれば止 ま る場所
（「距離、 どこ まで？」） を 知るためのツールになる 。コン パス使 う、 は ダイレクトに「 方向 」だ し、歩測 す るは「どこ
まで？」。 そん なふうに、 自分の反省文 を分析 してみよう 。
そ うす ると、いつも「距離」を抜かしている から手前 でウロ ウロ したり 行き過ぎた りでミスし ている 、という傾向
が見えてくる かもしれない 。それならば 次のレースでは「止 まる 場 所」に意識 を向 けてみよ うと いう課 題が生 ま
れる 。 そしてそ の課題をこ なし、結果 ・内容が上向 けばそれは 自 信につながる。

なお例で上げたアタック３の「地形」とは単にコン タ情報のみを 指すわけではない。植生や点状特徴物などテレ
イン のどん なところにコントロ ールがあるのかを考える ことである。 だから本来は「どこ？」という意識に重点を
おいてもらいた い。
・アタック３原則
常に課題 をこなし 続けるのは 最初 はなかなか 難しい 。そこでまずはア タックで ３要素 に気 をつけてみよ う。 統
計的 に、 ナビゲ ーショ ンミスの多くはアタック時に発生する。
アタックで 考えるべきことはア タック方向、アタック先の地形、コン トロール までの 距 離。つまり、方 向 ・地形 ・距
離の３要素 を 考える こと 。 今年、みんなが覚え、まず徹底 すべきこ とは このこ と 、 「ア タック３原 則」 。ア タックでは
少し時間 をかけてもよい。止 まって地図を読んで、方向（ どっち ？） 地形（ どこ ？ ）距 離（どこまで？） を 確 認し よ
う。
よ り根本的 な問題。 ア タック３原則が正常 に機能す るためには、アタ ックポイント （AP ）が正 し い、 と いう前 提
がある 。今 いる ＡＰが正しいということを確認 してからアタック３原則 を 持ってアタ ックする こと 。つまりＡＰのない
プランは 有 り得ない。 そしてＡＰで現地 を確認 しないことには 確認 はできない 。実は ＡＰを確認す るためには、 Ａ
Ｐに行く手前で３原則 をある 程度把握して進ん でいる必要 がある 。つまりＡＰの確 認に意識 を向 ける ことで 、自
然と絶対不可欠 な３原則 を 確認する ことができる。
そ の意味で、ＡＰの確認を徹底して行うことはアタック３原則 をプランす ること より 難しい。 でもや らなきゃツボ
るだ け。アタック３＋１、 これをとにかく 毎レー ス毎レッグ、確認 し続けるこ と。
・アタック３原則 に馴染む
地図読 みの 際にも、 つねにア タック３＋１について意識す る。 もちろんレー ス中にも１レッグごとに「アタック３
＋１、 ちゃんと 考えてる か？」と思い出す。反省 のときにもち ゃんとできたかどうか意識 する 。それが 難 し けれ
ば、APの確認だ けに注意してみればいい。

ロ ングセレ 前ミー ティング

・クイズ
Q1．記 録に残る世界 で最初 のオリエ ンテー リン グ大会は何年 に開催 され た？
①1890 年 ②198 7年 ③ 190 0年 ④19 07年
Q２．日本 で最初 のオリエンテー リング大会は何年に開催 され た？
①1956 年 ②196 6年 ③ 197 6年 ④19 86年
Q３．愛好 会が出来たのは何年？
Q４．最初 のインカ レが開催されたのは何年？

答え
Ａ１． ②1987 （明 30）年、 ノルウェーで開かれたスキーＯの大会が 記録 に残 っている。 11 0年前 。
Ａ２． ②1966 （昭 41）年、高尾山 で開催された「徒歩ラリー 」が最初。 41年前。
Ａ３． 1 975（昭50）年、 自然学類の学生が中心 になって結成。32年前 。
Ａ４． 1 979（昭和54）年、八王子 で開催。参加33校212 名。28 年 前。 今年で30回目 のイン カレ。
・ロングセレ 対策練習 会について
○午前 ロン グセレ 対策レー ス
矢板イ ンカレ20 01の選手権コー スの 一部 を再現。
ルートチョイ ス、 体力的要素などロ ングコー ス 特有の課題。
距離は男子 5200 ｍ、 女子 3850 ｍ、新入生2900m 。 スター トまで1 .5 km。
当時の優勝 タイ ム・ 入賞 タイムと 比較 し 、 目標レベルを 確認する。
当時のタイ ムとの比較はレース後にできる ようコーチが用意 します 。
（今後の参考にする ためラップ表を必ず残すようにしてくださ い。 ）
○午後 トレーニングメニュー
午前中のレー スはロン グセレのつもりで 集中 して臨ん でくだ さい。 ロ ングセレで掲げるレースの 課題 を実 行し
てください 。 例えば、 必ずプランニングしてから 動き出すとか 、アタック時 に○○ を確認す るとか。
午後は反省 もかねてサーキット。 しかしむやみに山に入るのではなく 、 目的をもって入 ってください。 午前中に
確認出 来なかった、例 えば 正置 の練習とか、歩測の確認とか 。消 耗 が激 し いようなら休 む勇気 も必要 です 。
当日は蒸し暑く消耗 が予想 されます 。 水分（ミネラル）補給を 怠らず 、帰 り道 に温泉 にでも寄って、湯上 り後 ス
トレッチ・マッサー ジ （擦るだ けでも十分） をし、疲 労回復に努 めてくださ い。
・ロングの 走り方
ロン グレッグ
必ず２つ以上 のルートチョイスがある はず 。大きな視野でプランニングする。結局 オー バー or ア ラウン ド（ 切る
か、 回る か）なので、 事前にポ リシ ーを 持っておくとよい。選 んだルートを 信じる 。もは やどうにもできない 過 去を
振り返らない。 どうにかできる今に集中する。
・ロングセレに向けてできる こと・考えるこ と
今から出来ること
×体力・技術 のベー スア ップ
○現在の実力を100 ％近く出し 切るこ と。（注意： 1 20％は出 せ ない）
これからの 大切なレースに対しても共通 に言える ことだが 、 ２週間 前に走 っても本番に見 になるようなもの
ではない。レースが 近づいたら、そのレースに現在の力を1 00％ 発揮 す るこ とに集中 すべき 。 自分の 実力以 上
を 出そうとしても出せないもの。 持てる総てを発揮すれば、 結果とし て10 0％以 上 の結果 になるこ とは あるが 、
レースが 終わる までは 、自分ができる ことをきち んとする、そしてそのための 準備をす る。
→シミュレーション （地図読み、 タイムテーブル作成、レースと 同じ 時 間帯に走る ）
→体調 を 整える （生活リズムを 整える 、水分補給、 栄養バランス、睡眠 をと る、試 験 勉強 ）
→よいイメー ジを 持つ（過去最高 のレースを振り返る ）
結果 ではなく パフォー マン スを 出す
（ミスタイムやミス原因を振り返らない。 今やるべきことを考 える。）

コ ラム；地図読みに関して
クイ ズにもある ように、 インカ レは 30 回続いている大会である 。単発の大会ではない。 プラン ナー はイン カレを
走ってきた人だ。自分たち が走ったイ ンカレを思い出してイン カレにふさわしいコースを組む。 それが脈々と 3 0
回続いてきた。す べての大会のコースにはある一定のリズム、課題が存在している に違いない。 それを 読み取
ってやろう。クラシック・ロング、ショー ト・ミドルの予選決勝、 リレー 。地図読みの材料は腐るほどある 。
緊張 状態でも自信を持つ
こ れも今後 のレー スに 言えるこ とだが 、狙 っているレー スの 前 はいつもと同 じ状 態では 望 めない。無口 になっ
たり 、饒舌になったり、ガチガチになったり、震 えたり。思い入れがあれ ばあるほ ど、平常心 と は程遠く なる。で
も、 それを受け入れる 覚悟をすればいい。 その覚悟をする には 、 こ のレースのた めにこ れだけのこと をやってき
たんだ 、 と根拠ある自信 を持つこ とである。
例えば 、何百 キ ロも走ってきたん だ、 毎日地 図を読んできた んだ 、ダイエットしたん だ、 と いうものでもいい。や
ったことに自信を持つ 。やらなかったこ と、できなかったことを悔 や んでもし ょうがない。 10回のトレー ニングが
あって、 5回参加した とする 。半分 しか出られなかった と思うか、 5回 分強くなっていると 思うか 。そ ういう積極的
思考（ ポ ジティブシ ンキン グ）も必要 だ。何 かアクシ ョンをした 自分を誉める、評 価 す る、そ ういう姿勢 をもってあ
げよう、自分 のために。

体力 トレーニングからの 自信
では、ただ 漠然と毎日走ってきたから自信になるかといえば必 ずし もそうと はいえない。「 とりあえず 毎日走 っ
たけど、 そ れでいいのかな？」 というのでは 自信は生ま れない。
た とえばスピトレで1000m のタイムを何秒縮 める ために、 筋力を付 ける ために筋トレをし た、 と いうトレーニン
グの 意義・目的 を考えるこ とで、 より根拠ある自信を得るこ とが出 来る 。
さらに突き詰めれば、 10 00mのタイ ムを縮めるた めにまず50 0mのタイムを縮めた、前 に進 むための筋肉 で
あるハムストリングス （腿の裏側） を鍛えた、 というふうにより細かな目的 を 持つことが 出 来る 。すべての 行動 に
意味 があり 、そ の意味を積み重ねてきた、 という自信。それが あれば 大一番でも 腹を括 れる。
フィジカルに関して突き詰めれば論文がいく らでも書けるわ けだから割愛 する 。どこま で 考える かはそ れぞれ
だが 、 なぜ走っているのか、 なんのためのトレー ニン グなのか、そ れはいつ も意識し よう。
ナビゲー ショ ンからの 自信
オリエンテ ーリングではツボる恐怖 が身体を萎縮させる。 し かし ナビ ゲーシ ョン に対する 自信を持 てば、それ
も克服 できる 。それにはまずレースの 反省を活かそう 。アナリシス （反 省文 ） を書くと 、 頭に残 り、 記録に残るの
でより根拠を得る ことが出来る。
反省の仕方。各 レッグごとにまず「プラン」を書く。 そして「実 際にし たこと （実行）」 を書く 。 最後に「 反省」を書
く。

多くの例：
「最初の道の分岐を 左に曲がり 、右に沢が見えてきたら沢底を 下る。平らになったらそのままま っす ぐ行き、目
の前の大きなＣヤブの前のコブに行く」（プラン）
「分岐は正しく 曲がれた、 沢底は少し見逃してしまい 、行き過ぎた。 いったん戻って沢底に進み、平らになったけ
どよく わからなかったので 、うろうろした 。ヤブっぽくなったので 来た方向に少し戻ったらコブがあった」（実行）
「沢を 見逃した。 ち ゃん と補足してればよ かった。 沢底でちゃんとコン パスを振っておけばよかった。ヤブに早く
気付けばよ かった」（反省）
一見、よい 反省。だ けどこ れは感想文 の域を出ておらず、 ア ナリシ ス（ 分析 ）には至っていない。 現象を要素
に分解 して考 える必要がある。 なぜなら、これと 同じレッグを 走るこ とは二度 とないから。 歩測 やコンパスが使
いにく場所 だったらどうする ？コ ントロー ル周りにヤブがなか ったら ？ 次に活かすた めには 汎用 性 を持たせて
分析 する 必要 がある 。
ナビ ゲーションの要素 とはなにか ？これは「アナリシスの 書き方〜 アタ ック３原 則＋ １」 を参照。
・スポー ツは 面白い
自信を持つために根拠や目的を生み出す 、そのためにそれぞれ の 事 象の要素 や原因 を 探る 。こ ういうこと を
考えていく様はまさに研究と 同じだ 。優 れたスポーツ選手は体力 がある だけでは ない、考 える 力 ももっている。
どんなスポー ツでもチャンピ オンが 称 えられる のは、強いか らだ けではない。 オリエンテー リングを通 し て、 人間
を 成長させてやろう！

ロ ングセレ 反省M

・課題 について
嬉しいとか 悲しいとか 、大事 なレースの後の気持ち は大切に覚えておこ う。その 気持 ち が、あなたが オリエン
テーリン グを する 理由の一つです。 情熱は大切に。
大一番でできたことは 、これからもできること 、 できなかった ことは今 ま でもできなかったこと。 できること はど
んどん 伸 ばす、 どん どん使う。できないこ とは 、合宿 ・練習 会でいっぱ い練習、できる ようにし よう。 こ れからも確
実に使うた め、そしてこれから 確実にできる ようになるためには、出 来たこと ・ 出来 なかったこ とが どういう場面
で役に立つのか、ピン チをもたらすのか 考えよ う。
・ロングセレ 反省の仕方
一番良く 出来たと思うレッグを挙げる 。そ の理由を考える 。
出来なかったレッグも考える 。どうすれば 次はうまくいけるか考える。
そ れらをノートにまとめていく。 デー タが蓄積 されると 、 自分のオリエンテ ーリングの 傾向が掴 める。（ 既にアナ
リシスを 書いている 人はそれ ）
できるこ と、できないこ とを自覚す る。 そして、レース中はできる ことを する、できないこ とが 必要 な場 合は注意
して 実行する 。己 を知 らば百戦して危うからず。
・夏のトレ ーニングについて
夏はイ ンカレロ ングに対してはスタミナを養う時期。 春イン カレに対 し ては基礎体力 を養 う時期 。 ラッキーなこ
とに 、スタミナ養成 ≒基礎体力強化。

○長時間運動 をす る（ロ ングで走る 距離・時間 に慣れる。 ただ し熱 中症には 注意。水 を持 って走る 習慣を つけよ
う。）
○マラニックに行ってみる。 （涼しい山の上をピ クニック気分でお気軽 トレイルラン 。３〜 ４時間 くらい 。みんなで
おしゃべりしながら観光ついでにいけば楽しい夏の思い出に）
○とにかくオリエン テーリング。１， ２年生 は難しいことは 考えずにオリエ ンテー リン グを楽 し みまし ょう。 ケ ガや熱
中症 には 注意。

コ ラム：ケアも含めてトレーニング
体トレやスピトレ、 レー ス前にやっている 準備運動やストレッチにも意 味があります 、 ただボ ーっと する のではな
く 、 目的意識をもって行 いましょう。人生に１秒 も無駄な時間は ない。
○ウォーミングアップ（準備運動）
目的：心肺 ・内臓 障害 などの 事故防止、運動能力 の上昇
方法： 歩行・ジョ グによ って体温を上昇 させる 。関 節の屈曲・進展 ・回旋運 動。（ 足、 足首、手 首、 肩、ひざ、股 、
腰など）
○ウォーミングダウン （整理運動）
目的；運動 で高まった 生理機能を スムーズ に安静状 態に戻るようにする 。
方法：少 しずつペー スダウンす る 。 深呼吸しながらジ ョグ。 リラックス運動（スキ ップ・ジャンプなどの 脱力系 運
動）
○ストレッチ（伸張運動）
目的： 関節を滑らかにして、 関節可動域 を拡大する 。運動器 官 ・筋肉中の 血 液循 環の拡 大を 図り、 体温上昇 を
促し、 コ ンディ ショニン グを調整
方法：「伸張反射」 を引き起こ さない程度（痛 くはない程度） で30 秒 以上 維持。ゆっく り息を 吐き出しながら 、反
動を つけずに伸びている 筋 を意識して行う。柔軟性 の維持には 毎日のストレッチ運動 が 必 要。

8月
９月のミー ティングにつ いて

９月最初のミーティン グで 下記のテキストを使用 します 。印刷 して、各 自目 を通す ようにしてください。
→「テキ スト」（ PDF12p目）をダ ウン ロード
こ のテキ ストは私や佐々木 さんの学生時代 のコー チである鈴木康 史さん が書いたものです 。今回 は３部構成
に編集 しました。
１、 オリエンテ ーリングのエ ッセン ス
２、 オリエンテ ーリングの基礎練習 「ベーシックプロ グラム (BP) 」
３、 イ ンカレに向けての準備
１章はオリエンテ ーリングの 要素を細かく 分析 したものです 。
２章はミスのないナビ ゲーシ ョン 、そして最終的 には流れるようなナビ ゲーシ ョン を獲得 するた めの 反復練習
プログラムです 。４段階 に分 かれています。実践できる人は今すぐ始 めよ う。
３章はイ ンカレに向けて考えておかねばならないこ と。ただし 今はピ ンと 理解 できなくてもよい 。インカレ 直 前
に、 その意味 が分かればよ し 。

9月
９月１日 のミ ーテ ィン グ議事録

１、夏休 みのこ と
夏休みの思い出を振り返 った。 もう２学 期。気持ちを切り替 えていこ う。11 月の ICロ ングまで２ヶ月半、 春まで
は半年。
２、 オリエン テーリングのエッセン ス
事前 に知らせたテキスト（PDF12p目）の説明。
オリエ ンテー リン グのエッセンス ： オリエンテー リングに求められるもの について 、 こ と細 かに説 明。

ベーシックプログラム： エッセンスで示されたものを 身につける もっとも基本的 な練 習方 法について説明。 コンパ
ス正置、現地正置など、とにかくオリエ ンテーリン グらしいトレー ニン グを 繰 り返 し行うこ と。

イン カレに向けた準備： インカレ に向けての 心構 え。 苦言も呈した 。とにかく やらなきゃいけないこと はや るし か
ない。やらないのは 自由だ が、 そ れは自分 の責任。 そ れで結果 が 悪くても、自分 の責任 。 や れる だけやってダ
メでも、それは 相手 がす ごかっただけだし 、次 に何かに 向けて頑 張れ る。恐 がらず、勇 気 を振り絞って、やる 。
３、今後 の予定
1 0月 14日 新人 戦（一番成績上位 の人にモ スクワコ ンパス贈 呈）
1 1月 3、4日 ICロン グ練習（もしかしたら一日 だけかも）
1 1月11日 インカレロ ング
1 1月 17、18 日 ミドルセレ練習 会 （主にセレ免除の学 生主体で運営 ）
1 1月 25日 ミドルセレ
1 2月8,9日 埼玉Oフェスタ（２日間のうち どちらかを 会内リレーセレに利用）
年末年始 奈良合宿（ その中 で会内 リレーセレを 実施）
1月20日 ジュニア チャン ピョン大会（会内リレー セレのリザー ブレース）
2月 関東リレー、奈良 対策合宿
3月7〜9日 奈良 インカ レ

９月１日 のミ ーテ ィン グ追加

先日 のミーティン グで 言い忘れた ことなど追加。
・会内 リレー セレクシ ョン について
1 2月 の埼玉Ｏフェスタと年末年始に予定 している 奈良合宿でのレー スで３月 の リレ ーメンバ ーを決めます 。
ま ず埼玉Ｏフェスタは２日間大会ですが 、 ２日目の 公認レー スを利用し ます。さらにクラスは 21AS を使いま
す。
次に奈良合宿 の日程をフィックスしたいので10月末ま でには決める 準 備をし ておいてください。 基本的には年
始を考えています。
さて、1 月の早い段階でメンバーが決 まる ことになります。 選考 方法の詳細は10月末 までに発表 し ます。しか
し 、この 決定時期 は、みんなにとってはとても酷なことです 。リレーを 走りた ければ 年内 に速くなっておけ 、とい
うことですから。そのことは 重 々覚悟しておいてくだ さい。 1月からの ２ヶ月はリレー で 勝つための 準 備期間で
す。
・インカレロ ング練習 会について
11 月3,4日に予定しているイ ンカレロ ング練習 会 ですが、 テレイン での練習 は 実質的 に1日だけにしよ うと思い
ます 。3 か4。理由 は直前 にた くさんテ レインに入る のは疲れ るし不安 になるだけだか ら。

新人戦・学年別選手権対策

新人戦・ 学年別選手 権対 策Ｍ の資料です。 詳しくは多田野コーチか ら説明 が ありま す。
★みんなの 共通課題
まわりをよく 見る 、キョロ キョロ する 、 高い視点で見回 す ！！
・目指 すものを 見つけ出してやろうという執念（眼力）
・早い発見 が余裕 を生む
・予測 していなかった 何かが見えればラッキ ー☆
★コース・テレイ ンの 課題（山武）
尾根（ 沢）切 りか 、 道まわりかのプラン選 択 Over or Around
・大きな範囲 でルー トを探す
→こ のルートでいいの？と自分 を疑う勇気
でもこ れでいいと決めた らそれが 一番と信じて走る 勇気
★上級課題
× 行ったら何とかなる
→ もっとイメージする
なにをイメ ージす ればよいか 、 過去のレー スから課題を一つ挙げておく
距離情報？ 地形情報？ 方向（ コン パス）情報？

過去 のア ナリシスから自分の弱い課題を見出す
そして今回 のレー スではそ れを 繰り返し、“ できるよ うになる” 、“ できると いう自 信”をもつ 練 習

10月
イン カレロ ング 直前 ト レ

日時： 2 007年11月3日（土） 9:00集合 10 時スタート
集合場所： 円山公園駐車場
目的と 意識：
イ ンカレロ ングはプロ グラムの通り、前半 は山林部分、後半はロ ードと 平 地林・公 園になりま す。平 地林 ・公 園
部分 はそ れほど高い難易度 は提供 されません。落 ち 着いて、 コ ントロ ール飛ばし にさえ 気 をつけれ ば何の 問 題
もありません 。さらにみなさんは 水元公園 を調査し 何度も試走 しているの でどの 大 学よりも有利 だと 思ってくだ
さい 。ロードの 部分 はとにかく頑張 ってください。
今回のトレーニングは山林 対策をメインに 据えています 。本 番の テレイン は緩やか な地形の エリアと急峻 なエ
リアとに分けるこ とができます 。 急峻な部分は昨年 の矢板や あるいは愛 知のように経験 したこ とが 多いでし ょ
う。緩 い地形も駒ヶ根や富士では経験あると思います が、 本番はそれ らの テレイン とは ちょっと 違う雰 囲気で
す 。 小泉の経験からなるべく似た ような雰囲気 のエ リア を使用 しま す。大 きなピ ーク上 や沢の 中に身 を置くと 、
自分 の周辺の視野 だけでは 自分 がどこ にいる のか 分からなくなり、不安 になり 余 計なミスをしてしま いま す。 し
かし 大きな地形 として広い視野 で現在地を捉えればその不安は克服 できます 。
もう一つの課題 は緩い斜面 から急な斜面 へ、ある いはその 逆 をす る際に、 視野の 切り替 えを行 う必要 がある
ということです 。尾根 ・沢を一つ一つ数えた り出来る急峻 な斜 面か ら、大 きな地形 を捉 えなければならない緩斜
面へ出る とき、 意識して視野 を広げてください。ただ周りを見 回す のではありませ ん、大 きな地形を捕らえようと
意識 する のです 。
最後の課題 はロ ングならではのルートチョ イスです 。 必ずルー ト選 択が 求められます 。これ だっ！というプラン
が１つ見えても必ずもう一つ対抗ルートを探してください。
天気が良く ても悪くても11月の日光 は冷える ので、防寒具 を十分 に用意 してください 。
内容：
9 :0 0 集合
スタートへ 行き、時間になったらスタート開始。 駐車場からスター トまでは 600m くらい、アップ75m です 。
ゴール 地区に持っていく食料や防寒具の 輸送 を行います 。
1 0:00 レー ス開始、適時トレーニングへ
1 3:00 撤収開始
1 5:00 解散
1 8:00 ナイトミーティン グ
レース・トレー ニング
使用す る地図 は１枚 です。 コ ースは３つのループから構成 され ます 。ラストコントロ ール を３回通 ります 。その
ため 大変見づらいコ ースになっています 。それはロン グ後半の平地 林 対策も兼ねていま す。 気をつけてく ださ
い。 それぞれのループの距離は下記 の通りです 。
全体7 420m=1ルー プ3700m ＋ 2ループ26 50m＋3ループ980m ＋ ラスポゴール90m
最初に全員１ループ目を走 ってくだ さい。男子選手 権を走 る人 は続けて２ループ 目 （番号どおり進む）を 走っ
てください 。 一般男子・ 女子は１ループ 目で終わりです 。 一般男子・女子 選手 権を走る人でもう少し続けたい
人、 あるいは 男子選手権でもちょ っと 疲 れた人 は２ルー プ目 を飛ばし て３ル ープ目（途中の番号を飛 ば す）へ入
ってくだ さい。
２ループ走ったらレースは 終わりです 。 ３ループ 続けて走るこ とはしませ ん 。走っていないル ープは レース 後
のトレー ニングに利用してく ださい。
理由は集中 してオリエ ンテーリン グを するためです 。 疲れてダラダラしてしま うと悪いイメー ジが頭 に残りま
す 。また 体力的な疲労も蓄積 します 。 フレッシ ュな状態 でよいイメー ジを持ってインカ レに臨むため、短 い時間 を
しっかり集中してトレー ニングに取り組ん でください。

11月
イン カレロ ング 直前Ｍ
１． イ ンカレロ ングについて
学生選手 権ロン グデ ィスタンス 競技。以前 は春 イン カレでクラシック競 技と して開催。 20 04年より秋イン カレ

単独 開催 に変更。今回の舞台 となるテレイン は 春インカレ 99の 団体 戦テレイン 。ちなみに 当時 の筑波 代表 は 、
男子：谷野 -高橋 - 篠原-吉村（３位）、 女子： 塩田-上松 - 伊藤（ 優勝）。
２． プロ グラムチェック
イ ンカレに賭ける ならばあいさつ文まで読め（by 野口さん、97年入 学 ） 。
配布物・代表者ミー ティング・ 調査依頼・提訴 はす べてオフィシャルで 対 応。みんなはす べてオフィシャルに問
い合わせればよ い状態にしておく 。
青空会場なのでテントを用意 したほうがよい 。
ナン バーカ ード、選手 権は前後２枚、 併設は１枚。安全ピ ンは１枚につき６個用 意。
服装はスプリン トカップはピン付シ ュー ズ禁止。ロングはなんでもOK。
モデルイベントマップは縮尺 は種類ある。 誘導区間の見学 が できる。
ロ ング会場にはウォーミン グアップエリアあり。
表彰は選手 権６位まで、 併設３位 ま で、 新人１０位まで。
スター トまでは2000 ｍ。 併設ゴールから会場まで2000 ｍ。
スター トからの荷物輸送はすべてオフィシ ャルが行う。
各自必要な防寒具、 飲料・食料を持っていってよ い。
スター トの時計は現在時刻。 スタートフラッグまでは赤白テー プ80ｍ。
テ レインは南部 の山林と、北部 のロ ード・ 平地林・公園。併設は 南部のみ。
選手権の給水は２箇所。 25〜30％と 6 0〜70％に１つずつ。 併設 は１箇所。
JR踏切横断の特別 テ ープ誘導 があり。 国道横断は歩道橋。 東武 線は トンネル で横 断。
地図は選手 権が1:1500 0、 併設は1:10000 ．どちらもA4 、ビニール 入 り。
調査依頼はフィ ニッシュでは受け付けないので会場でオフィシ ャルに連絡。
川添、稲葉、千葉がシード選手。
３． 当日ま での予定
風邪を引いたりしないよう、体調維持 に気を つける。睡眠時間、 バランスのよ い食事 を。 うがい・手洗 いは 基
本。
トレー ニングよりコン ディショ ニング。 軽めのジ ョグ・ウォーキン グで 筋肉 を 固めない。 ストレッチ・ マッサージ で
体を ほぐす。 風呂に入って疲れを 抜く 。
深呼吸してリラックス 。
エ ネルギーを発散しないで溜め込む、 気を練る イメージ。 当日、思 いっきり 走れる ことを 待ち 遠しく する 。
当日起 きる 時間に起きる、 食べる時間に食べる、 走る時間 に（軽 く）走 る。 リズ ムを合 わせ自然 な状 態にす
る。
４． レー ス中の心構え
結果のことは金輪際考えない。 結果はもう決まっている 。これまで 積 み重 ね てきたものがそのま ま結果 にな
る 。しっかりしてきたなら 相応の結果 が待っている 。 今する べきは その結果を確実 に取るためにする べきこと を
する 。
当日ま では体調 を整えるこ と。レ ース前は忘れ物がないよう気 をつ ける こと。 レース中 は地 図をみてプランす
るこ と 、 現地をみてCP やコン トロールを視認する こと、前 に前に走るこ と 、 不安を感 じ たら体を 制御し て止まるこ
と 。 結果を考えている暇がないくらいやる べきことがた くさん ある。
５． 当日の予定
配車は５台 でぎりぎり。配車 は10 日までに 決める こと 。
スプリントカップに出る人は翌日のことも考えて 出場する こと 。止 める勇 気も必要。
モデルイベント。走り過ぎない。 確認すべきものを 事前 に洗い出 す。
ヤブ、 植生界の感覚。 コブ・穴・小凹地 の大きさ。 ガケ ・水系脇の斜面 の 様子。
モデルイベントも終わり全員集合 したら早めに宿（竹美 荘）に入 る。チェックイン 担当 ： 神谷
食事時間（夕食・朝食）を10 日までに確認す ること。朝 は早めに食べれ るよ うに 。
前日夜にミーテ ィング。 ナンバーカー ド配布など。
当日のスケ ジュールを各自で確認 しておく 。起 きる 時間、朝 食時 間、 会 場 入りしたい 時 間、着 替えなど準備 を
始める時間、 スター トへ向かう時間。 会場入 りしたい時間 で当日朝 の 移 動を考えるのであらかじめ 決めておい
てください 。
スター トには水・バナナ・ホッカイロ は用意。 他に用意 してほし いものがあれ ば 事 前にオフィシャル まで連絡。
スタートには 多田野 が行く 。
コ ーチングゾーン で用意してほしいものがあればオフィシャルへ連絡 （選 手 権のみ ）。 と くになけれ ばコ ーチン
グゾーンに 配置はせず。 コ ーチングゾーン には小泉 が行く 。 要望がなければ小 泉もスタートへ。
踏切横断でトラブルがあっても慌てず 遮断機が上がってか ら横断す る。問題ない。 ゴー ルまでしっかりオリエ
ンテー リング。 ゴー ル後オフィシャルへその 旨を伝える 。

６． テ レイン対策
テレイン ：
概して走りやすく、 見通しがよい。
地形がはっきりしていて、 植生界やヤブなどもはっきり 認識できる。
道もはっきりしている が 、５番道以下はときどき認識 しづ らい 。
水系の走っている沢は抉（ エグ）られていて土ガケのように急峻 。
一部エ リアに存在 する 微地形ゾーン は 、ヤブが 重なり不明 瞭。
突っ込む前に目の前に見える ピー クなり凹地 がどこなのか はっきりさせ ておく 。
コー ス：
必ずルー トチョ イスは 問われる。根 拠をもって判断す れば、 優柔 不断にならず自信 を持 って走れる 。例：「 アッ
プが 少ないから選んだん だ」、 「距離 が短いから〜」、 「シ ンプルだ から〜」 、「 アタックが 簡単 だか ら〜 」
平らな尾根上を超えて、その 先の斜面にア タックさせるレ ッグがある。 尾根 上では位置確定が難 し いので、そ
の前にどこを 走っているかしっかり 把握しておく。アタックに自 信がなければエ ーミン グオフして確 実に分かる よ
うにす る 。
道や変換点などのラインの 乗り換えをさせる レッグもある 。 乗り換え間違 えが ないように、 ライン に乗った ら正
置して正しい 方向を向いている ことを 確認 する 。
フィジカルを問うレッグもある 。一 気登り、 長い道走り。
７．今後 の予定（ ロ ングが終わったあとの話）
ミドルセレ練習会のときにリレー 代表選考方法を発表す る。
会内選考会は埼玉公認（21AS ）、年始合宿レースを利用。リザ ーブと してＪＣ大 会（ロ ング）。
年始合宿。 ３日目のレー スは 「青山高原」 を使用。

明日はいよ いよ 本番です

今はみん な日光だから読むのはイン カレの後でしょう。 どん な結 果が待 っていまし たか？ゴール ラインは 新 し い
スタートライン です 。イン カレ後にまず読んでく ださい 。こちら。

ロ ング 反省・リレー選考・ミ ドルセレ 対策Ｍ議事録

１． イ ンカレロ ング反省
１−１． 何人 かの 反省 内容について
何人かに反省 内容を発表してもらった。 コ ーチに話すのではなく 、みん なに 話すように。 内容 については省
略。
みんな、 悪いところばかり 見すぎている 。 良いとこ ろも見て欲しい 。 良いとこ ろを見 る ということの本 当の 意 味
を 分かっています か ？ただのポ ジティブシ ンキン グ、ではないの です 。 ヒ ントはＩＣＬ直後に紹介 した 記事。
１−２． 結果分析
ロ ング（選手 権）のタイ ム解析を解析。与えられたデー タだけで満 足しない。加工 し、分析 する こと 。 大学まで
に学ん だことを全て活かす。た だしあくまでデー タでしかない、 と いうこ とも頭 に入れておく 。資 料は こちら
（PDF23p目）。
１−３． 今後 の方向性
１−２の分析を もとに現在の立ち位置 と 今後の方向性 を検討。 結局 なんにし ても努力 する しか ない。 ただ無 駄
に努力 しない。根 拠のある 努力 をしよ う。 資料は１−２と 共通。
２． リレー選考
２−１． 過去 の結果分析
過去３大会の団体戦結果から男子入賞、 女子優勝に必要 な目 安を確 認し た。資 料 はこちら （PDF25p 目）
２−２． 選考基準 発表
２−１を 踏まえて、 リレー代表選考基準 を発表。
選考基準：
団体戦の目標（男子入賞、女子優勝）を達成 する に十分な選手 を筑波 大 学の 代 表と して選出 する ことを 目的
とす る 。 緊張感ある大事なレースでしっかり結果 を手にできる選手 を選出 する 。 詳細内容 はこち ら（PDF26 p
目）。

３． ミドルセレ対策Ｍ
３−１． プログラム確認 ・学校枠
プロ グラムの確認。
特記事項：
・９:００開場。 誓約書提出。
・１２:１６ま でゴー ルから出られない 。
・スタートからの 防寒具輸送、ゴー ルへの防寒具輸送をオフィシャルで 行う。
・スタートは 小泉、ゴールは 多田野の予定。 多田野がゴ ールへ 向 かう時間 は １０:３０なので、それまでにゴー ル
へ持っていって欲しい荷物を 渡すこと 。
・地図は“ 持込”禁止 。 携帯は“ 使用”禁止。
・学校枠は不通過者でもっとも順位がよかった選手に適用。
３−２． 当日までのスケジ ュー ル・ 当日のスケジ ュー ル
・風邪に注意（うがい、手洗 い、 栄養補給、 睡眠）
・リズ ムのよい 生活
・トレー ニングよりコン ディシ ョニング
・地図読 み
・持って行くもの 準備 リスト
・交通手段の確認
・タイムスケジュー ル作成
（スタート 時間から逆算して、会場到着目安、準備時間目安、 スター トへ向かう時間目安 を確認 ）
３−３． 対策マップ地図読み
・スタートまで 徒歩約５０分（約３ｋ ｍ）
・距離男子2 .6〜2.7km↑175mウイ ニング25mi n、女子 1.9k m↑115mウイニング25m in
・小泉作成のミドルセレ対策コースを 近日中に本ブログにアップ
３−４． ミドルについて
同じ ３分のミスでもウイ ニン グ９０分のロ ングと ２０分のミドルでは 重みが 違 う。
＋３分のタイ ム、つまり９３分 と２３分 は、前者 がトップ比１０３％に対 し、後者 が１１５％。 もは や 取り返 し がつ
かない。 ミドルは距離 が短いからいつもより速く走れる、というのは まだみんなには 当 てはまらない。ミスしない
で走るこ とが最優先。
でもレース中、 ミスしても同じコ トを みんなしているかもしれない。 だか らミスし ても焦ること はない。目 の 前の
問題 を 解決する ことに集中す る。ミドルこ そ結果 を考えている暇 は ない。

ミド ルセレ 予想コー ス

ミドルセレ対策コースを 組みました。 スター ト位置 を大胆に東へ 持って行きま したが 意外 といい線 いっている気
がします 。プランの 時に気をつける のは、 ア タックポイン トを設定 し 、 方向・距 離・地形 情報 を持 ってアタックする
ことです 。速 く走る ではなく、遅く走る。単純なラン ニン グスピー ドではなくオリエンテー リングスピ ードの 話。致
命的 なミスをしないように。でもレース 中は大きなミスをしても、 み んな同じこ とをし ている かもしれないか ら 焦ら
なくてよ い。結果 は考えないで目の前の問題に集中する。（地 図は 割愛）

春イン カレに 向け て

春イン カレに向けて出来る ことは全てやりましょう 。それが 正 し いかどうかは終 わ ってみる まで分かりま せん 。
でも自分がしていることが一番だと信じてやるしかないのです。 ベストを尽 く すのではなく、 全力を尽 くす。
イン カレロン グま での 反省（準備面）
・イ ンカレロ ングまでの 準備で出来たこと 、出 来なかったこと は？
できたことはやろうとしてやったこと？なんとなくやってきたこと？ そ の効果 は？
できなかった のはなぜ？その原因 は？
・プラン は 適切だった？
EX)目標 はイ メージしやす く具体的 なものだった？ラン ニン グタ イムやラップ解析 などその 指標 は 持ってい
た？
EX)プラン達成 の為のハードルは 高す ぎなかったか？低 すぎなか ったか ？

・良いことを反省 する
ずっと言っている 「よかったこ と 」を反省 する の 意味について。
１つは出来ている 、 というこ とを認識し自信 をもつこ と 。
でももっと重要なのは、 実はできていない、ということを見つける ため。結 果的 に良かったと しても、実 は手 続
きを怠っていて「たまたま 行けていた 」のかもしれない。 ミスを何 度反 省し ても、次 にまたミスしてしま うのは 、そ
ういう隠れた 場所に出来ていないことがたく さん眠っているか ら。
1 0回やって８回成 功、 ２回失敗。 ８回 の成功 のうち 、 本当に完璧な成功 は 何 回？アナリシスにしても、 準備に
しても、 実験にしたって、出 来ている ・ 想定どおりと思っているこ とも検 証する 。
春インカレへのプラン
・賭ける
どん なプランを立てても正解 はない。正 しいと 信じてできる ことを やるし かない。不安 もあるけどそのプラン に
賭ける。最初 にも言ったけれどベストではなく 全力を尽くす 。
EX)テーマを 絞る、期間 のメリハリをつける
・挑戦には工夫 が必要
こ れま で出来なかったことを続ける には、新 しいことを 始める には 工 夫が必要。トレーニング 時 間を作るため
には 、続けるた めには、 どんな工夫 をする のか ？トイレで地図読み、宣言 し て自分を追い込 む、 奈良を語 りつく
す 、 過去の思いを呼び覚ます 、などなど。
奈良対策
こ れま では過去 の自分を 分析し、 よりよ くする準備。もう一つの 準 備は、奈 良 対策。 １月合宿 までにあらゆる
情報 を 仕入れよう。 旧地図の調査者からテレイン 情報を得る。 奈良の 文化は？ テレイ ンの位置関係 は？
リレー 選考について
何人からか同じ質問 が出たので応えます 。
Q：今回 の選考 だとどち らかでトップを取ったら、 もう一方 で15 0%とか でも 選考され てしまうが ？
A：それでもよい 。今回の基準 はあくま で 目標達成（男子入賞 、女子 優勝）す るために必要 なパフォー マン スを
持った選手を選ぶこ とです 。そのため 走順やリレーへの適正 も一切考 えていませ ん。 あくま で個 人レースでの
パフォーマンスを重視 しま す。走順 やリレー適正 は選ばれてか ら準備 するこ とです。 そ のために２ヶ月 の時間 を
取っています。
最後に
ICL のあとに稲葉が言いま した 。
「レ ースの前に結果は決まっている という言葉 の意味が分か った気がす る 。 準備の量 が絶 対的 に足らなかっ
た 。 春までには一番と思える準備 をしたい。」
と、言 うこ とです 。ラン ニングスピ ード、 ナビ技術、 心理状態も、レース中になん とかする 能 力だってそれまで
の準備のなかで培われていなければ発揮できないのです。繰 り返 し ますが、 できる こと はなんだってやりましょ
う。 テー マは「全力」 です 。

12月
新春奈良合宿

１月 の奈良合宿要項 Ve r.2.10 です。 （会内秘）
→「要項ve r2.10 」をダウンロ ード（PDF27p目）

１月
会内セレク シ ョン 結果（会内秘）

男子選考結果
対トップ 比110 ％以内該当者 大杉、 青山、川添
ポイ ント合計４人目 神谷
男子筑波大代表：大杉、青山、川添
補欠：神谷

女子選考結果
対トップ 比108 ％以内該当者 千葉、 稲葉
ポイ ント合計３人目、４人目 豊田、白形
女子筑波大代表：千葉、稲葉、豊田（要：目標再確認）
補欠：白形

新春奈良合宿ミー ティング まとめ （会内 秘）

１月４日 鈴木康史都介野レクチャー
・エ リアごとに雰囲気が異なる。
・中央（吐山）は西・中央 ・東の３つのエリア に分けられる 。 西はごつくタ フ。 斜面上の細 かな地 形を使えば 難 し く
なるが 、 基本的に地形は大味 でヤブくあまり使えない。 中央は 南に山塊 がドカンと あって、 そこ は北と 南どっち
を 回るかくらいのコースしか 組めない。北側 のエリアを細かく 繋 ぐコー スが定番。東 側 は会 場 南側など 細かな場
所においてゴ チャゴチャしたオリエンテ ーリングをさせる。
・さらに旧大和高原 の西側部分は尾根 が広がりテクニカルな 様 相を呈 し ている。課 題 が変 わ ってくる。
・国道東側北部 は深い沢が切れ込んでいて 一度 ミスする とダメー ジが でかい。国 道東側南部も同 様に深い沢
のコ ンビ ネーション でくどい 。
・こ のエ リアは 沢の侵食が激しく、 急に切れ込ん だガケのような斜 面になっていること が多い。 その ため間違 っ
た 沢に入るとロスが 大きく リカ バリーが 厳しい。 また課題としては尾 根辿りよりも沢 切りを 求 めるレッグが多い。
・テ レイン 内には 急所 となるポイ ントがあり （例：テレイン 中央の小道 ）、 それを 事前の地 図 読みで予習し て知 識
を 溜めておくとよい。
・ヤブはいろいろなヤブが 存在する。 笹ヤブが 多いが 広葉樹のヤブも多い。
・タフなテレイン だが 要所要所 に特徴がある ので、 そん なに難しくは ない 。道も多 い。
・地図上で沢が読みにくい 。 本来は直線状につながっている沢 が、一 個一個 を描こうとし ている ため連 続性 が
なく見える。
・差が付くテレイン である 。フィジカル 、 という面もあるが 、基 礎的 な能 力（コン パス 、正置、 予期 ）でも差が 付く。
ただできる 、というのではなく早くできるかどうかが問われてく る。 ミスし たわ けではないのに遅いってときがあ
る 人は要注意、す ばやくできる練習が必要。
１月４日 夜Ｍ
①奈良テ レインの印象
・ヤブそ う
・斜面きつそ う
・愛知みたい。地 図どおりで特別 ではないかも。関東とそこ まで 変わらないか も。
・尾根た どりはなさそう。道 が多いのでうま く使いたい。特徴的なと ころが 多 く、 手続きは丁寧 にすれ ば難 し くは
なさそう。 沢がきついので 間違わないようにしたい。
②コ ーチからの印象
・気持ち よくは走れないエ リアが多い。方向維持 のテクニックや ヤブいところを避けるプランをと る 。
・ア タックポイントとか 特徴物は決めやすい 。その 先の行動をし っか りプラン する。
・短いペースで手続きを求められる。手 続きのスピ ードが必要。
・見通しが悪いが 近づけば 分かる だろうからそ こまではしっか り行 く。
・テ レインをブロ ック別に分けてポイン トを押さえておきたい。
③翌日への課題
・ケ ガをしない
・ＡＰまでのチェックポイ ントをしっかり決める 。そのために 地図読 み 。
・ヤブの 中を方向維持 す るよ うガマンす る
・歩測できるか、使 い所を 調べる
・見やす いものを確認 する
・チェックす るものの 量を 確認する
・ＣＰの質の違いを把握する 。確認 のしやすさ。
・サーキ ット １本目、２本目で意識する ものを少しずつ変える
１月４日 夜Ｍ
奈良 を 走ってみての 印象
・歩測を しなくてもいけそう。使 い場所を押さえればよい 。
・ヤブの 中がムズかしい。尾根上 から次の尾根 を確認 して進 む。
・ＣＰ間でどうしても確認が多く なってしまう。ＣＰの使いやすいこ とを 押さえる 。

・正置す るときに体の向きを しっかり 確認する。止 まらずできるよ うに。
・サムリーディン グですばやい 手続きを可能にしたい。 体力がいる 。
・スタミナは 必要。 受け止めてくれるプランニングが必要。
・点ではなく地形 を見る
・走りやす い靴があったほうがよい
・登坂力が必要
・シ ンプルにプラン しすぎたのでもっと 意識 する ものを増やす。

１月定例ミー ティング

１． 青山高原 セレ反省
・ルートチョイ ス
簡単でも、短 くても、 最後でも、 ルートチョイスを考える
・尾根辿りのポイ ント
絶対分かるところまで突っ込む度胸
でもその 分かるとこ ろは執念をもって確認する慎重さ
それを 可能 にす るプランニング （大きな特徴物を 使うシ ンプルなプラン ）

２． ミドルの走り方（≒リレー の 走り方）
・奈良合宿の印象
ヤブい
アップきつい
テレイン は 難しくない
基本 が問われるテレイ ン
・ミドルレー スの 特徴
ミスが 大きく響いてくる。 １分のミスが致命的になる 。
・上記２つ から見えてくる課題
速く走るよ りもミスしない 、ミスを減らすこ とを重視。しかし 「ミスを減 らす」だけでは 課題 とはなりえない 。もっ
と 具体的な方法について意識 を向ける。（以下 ⅰ〜ⅴ）
ⅰ）アタック ３原則＋１を徹底的 に確認 する
アタックでどっちに（方向）、 どこま で（距離）、どこへ （地形 ） を必 ずチェックする。アタ ックでの ミスは 避ける 。さ
らにア タックポ イントまできちんとたどり着く。アタックポイン トが 正しいこと を確認 してから飛 び込 む。
ⅱ）大胆なことがしたいときは 歩測
大胆なこと、 つま り考えずに 思いっきり走る ときは歩測をす る。オーバンラン・ ショ ートのリスクを減 らす。 直進
する ということも、つまりは 何も考えずコ ンパスが 指す方向へ進 む、ということ なので 歩測 をす る。
ⅲ）簡単なレッグでも少しはチェックする
簡単なレッグでも何も考えずにいかないでプラン とかルートチョ イスと かア タック３＋１とか ちょっと はチェック
する 。 リズムを崩さない。 リズムを崩すと 次のレッグでミスをする。
ⅳ）不安なら止まる
前に行かなきゃ、 という強迫観念に駆られても止まれる勇気 を。 不安になったら振り返 ってでも止 まる。
ⅴ）まとめ
結局こ れまで学んできたこ との 復習 です 。ちゃんとやってきた かどうかが 問 わ れる わけです。 す べての目 的は
ミスをなくすため 。 徹底的にリスクを減らす ナビ ゲーシ ョン 。それを実 現するた めには 、 たま たま行 けたを失くす
努力 が要ります 。うま くいけたとこ ろでも 同じように反省す る。悪いとこ ろを 失 くす対処 療法 では １つの 傷口し か
埋ま りません。全体 を 理想的なイメー ジに近づ ける。１ ヶ月前まではそういうこと ができる時期 です 。

３． リレー の走順の決め方
相手の戦力分析、自分たち の実力把握、 走順適性 の把握、そ の意 味は？

自分た ちのペー スでレースを展開 させるため 。どういう走りをす れば目指 すとこ ろへ 行ける のか 決 める。周 り
のペー スを 窺うのではなく自分 たちの 展開 へ持っていく 。イ ニシ アティ ブを握 る。相手 の 土俵に上がらない 。 自
分た ちの勝ちパター ンをしっかり遂行 する 。与えられた役割を果たすこ とに集中 する 。 他人を信 頼する 。
以上、 同じことを言葉 を変えて繰り返してみました。 もうち ょっと分かりや すく 言うと 、相 手 が よいタイムで帰 っ
てきた から、次 の俺がもっとがん ばらなきゃと 思うのではなく、相 手 が どんなタ イムでも決めたとおりのタ イム・
ペースで走って来る こと。流 れで無理 をする のではない。しか し 無 理を求められ た 人 、例えばアンカ ー勝負 を想
定したときのアン カーは、無理 をしてでも頑張ってよいタイ ムを出す 。それが 与 えられた役 割ならば。
やり方としては、 、、
・理想的な勝ちパター ン （目標達成のためのレース 展開）を 想 定する。 できれば何通 りか のパター ン挙 げ、その
中でもっとも可能性の高いものを（ライバルとの実力差、自分 たち の実力 ・安心感 ・性格 を考慮 して）選 ぶ 。
・そ のパターン に合うようにメンバー を当てはめていく（経験、 好み、 シ チュエ ーショ ンへ の適応 性などを 考 慮す
る）
具体的には 、 男子はトップ比115 ％程度で全員が走れば入 賞が見 えてく る。そ れを可能にする走順 は ？どう
いうタイム・ペー スで 帰ってこ ればよいか。走 る ときの気の持ちよ うは？頑張って前 に追 いつく こと、 先頭を走 る
ことを意識する のか 、 あるいはいつものレース、できればそれよりは ほんの ちょ っと いいレー ス （みん なの 場合
は大崩れしない程度） を意識して走ればよいのか ？
女子はライバルの日本女子とどういう差があれば勝てるの か。３走時点で何分差あれば 絶 対勝 てる？もし ５
分差 とす ると 、前 の２人 で平均２分半差を付けられる？あるいは ３走ガチンコ 勝負 で勝てる なら１，２走 はち ょっ
とは 余裕 が出てく る ？真っ向勝負 で勝つのが難しそうなら、 相手がこ ける こと を祈 っていつでも捕 らえられる位
置につけていく？
ところでどんな作戦でいくにしても、 １走の序盤 で大きく出遅れる と 焦りしか 生まれない 。１走スタートは ゆっく
り行く。これがミソ。スタートフラッグまでは 最後尾で行き地図を よく読む。予期 をする 準備 。最初 のチェックポイ
ントでみん なが 止まる とこ ろを スムーズ に進む。 それで気づいたらトップ 集団 にいる。それで安心 して余裕 を持
ってレー スに入れる。
さて一番重要な目標。 それは完走す るというこ と。 完走するためには ？ コン トロールを飛ばさ ない、間 違 わな
い。地 図を取り違えない。 立禁に入らない。誘導 をち ゃんと辿る 。タッチを しっかりする 。筑 波大 学 だけが唯一 持
っている 男女連続完走記録は何が何でも守る 。これは 目標ではなく約束。
４．事例紹介
具体例 があったほうが分かりやす いと 思ったのでいくつ か 事 例を紹 介し ます。
例１） 200 0年愛知 イン カレ（4人制） 男子 目標：優勝
エ ース不在 で、 ２人のエースを抱える優勝候補早稲田とは 絶 対的 な実 力 差が あった。しか し 相 手が こければ
可能性 もあった。 そのために最低限でも ２位集団をキープ 。 欲を言えば 早 稲田４走 （紺 野） が 出るまでは 早稲 田
の前にいたい。
１走に佐々木、 ２走にセレトップの 小泉 をおき、そこま ででトップに出 る。３走 は ４番 手の野口 を置 き崩れない
走りでふん ばる。４走 まではトップを 維持。アン カー 勝負は増田に託し 、あと は 相 手が こけるの を祈る。
→想定どおりの走りで３走 まで京大 とトップ争い。結局４走で早稲 田に大逆 転 を許し 、 ２位を争った 京大 と 僅 差
の３位。
例２） 200 0年愛知 イン カレ 女子 目標：優勝
優勝を争う東北大 とは実力はほぼ互角。３人目 の戦績で東 北大有利 と の下 馬評 。エ ース２人 をどこ で使うか
がキ ーポイン トになった。
１走にセレトップの 塩田、 ２走 に経験豊富な上松 を配置。３走時 点で10分差 近 くつけてトップに立 つ。その 差
があれば ３走３番手の二俣が東北大 エー スの小林 の追撃を逃げ切 れ る。
→想定どおりの走りで優勝。３走二 俣の談「前 の２人 がちゃんと差 をつ けてくれ たので私 も逃 げ切れる と 自 信を
もって走れた」
例３） 200 2年愛知 イン カレ 女子 目標：優勝
ライバルの京大 とは ３番手 の実力でやや劣勢 との 戦前評価。 200 0年同 様 、タイムを 計 算できる２人 を どこに
配置 する かがキーになった 。
2 000年とはまった く逆の走順、１走 に３番手河野、 ２走に２番手 高野 、３走 にエース黒 河の 追い上げ型走順 で
配置。１走 でトップと 1 0分以 内であれば２走でトップ下にはつける。３走 で勝負。

→想定どおりの走りで優勝。３走時 点でトップ京大との差が予 想よ りもあったが相手のミスを誘 いゴー ルレー ン
で逆転。河野談「後 ろの２人 がやってく れると信じていたので楽しく 走 って来られ た」
例４） 200 4年日光 イン カレ 男子 目標：入賞
エ ース１人。 ２，３番手 はタイムが 安定せず入賞 ライ ンが 想定 しづらい状 況。まず３人が 大崩れしない走りをす
るこ とが 求められた。
１走、２走に田村、宮川 を 配置。トップに出る ことではなく、いつ もくらいの 走り（よ いと こもミスもある走 り）で崩
れずつなぐことを 課題にする 。 ３走坂本で追い上げられるところまで 行 く。 ２走までに入賞 ライ ンとタ イム差 が５
分程度 なら入賞 ライ ンまで追い上げられる想定。
→１走が予想以上の走りでトップ集団でゴール。２走 は事前の打 ち合 わ せどおりの走りで無 理に仕掛 けずいつ
もどおりのタイム 。 入賞ライ ン 直下で３走 に渡り、 最終的には２位まで追い上 げる。
例５） 200 6･2 007年クラブカップ ときわ走林 会

目標：優勝

優勝にはちょっと実力的 に劣勢。06 年で言えば 、３走 までトップ 集団を 維 持し、４・５走は 崩れないよう踏 ん張
る 、 ６・７走で行けるところまで 行く 想定。07年は、５走 までに入賞ライン内 をキ ープ。６ ・７走 でトップを窺う想
定。 １，６， ７走 にプレッシ ャーを掛ける 役割 を与え、不調 あるいは リレー慣れしていない 他のランナーには 安心
して 走れる 区間を任せ、かつよ いタイムも求めないことを事前 に確認。
→いずれも劣勢を巻き返し優勝 争いを繰り広げつつ２位、３位。
５．次回予告
ま ず今後 の予定 について。関東リレ ーは 男女とも２チーム出し 、メンバ ーを 分ける 。理 由 は本番 のためにいく
つかのパターン を想定 したいため 。 １走と２走 は同じチー ムで本 番の練習 。３走 は競 り合いの 中で走ってみる な
ら１走 を。 追いかける パターンで走りたいなら２走を （そのために １走者にちょっと工夫 をしてもらう）。 ある いは
１走候補 を絞れないなら２人は試せる 。走順決定 は関東リレー後 に行 う。裏の 理 由はジン クス回避。 と きには
空気を 変えてみる ことも 真面目 に議論してよ いはず。
なおクラブ対抗リレーは山のリレーとは雰囲気 がことなる のでリレー 対策 と しては重 視していない 。ただ 準 備
の練習 にはなる （走者 の連絡、 フォローの仕方）。

J C大会反省

件名 のミーティン グをぜひ 開催 してください 。
きっと小泉はJC 大会の結果 からまた 学生TOP比を 出してリレ ーの 可 能性について 何か 言い出す 、って思 っ
たでしょう ？でもそれはしま せん 。なぜならば 個人 戦とリレー はまったく別物だ からです。個人的 には予備 セレ
だったしリレー のつもりで 走った 人もいる かとは 思いますが 、 でも違うん です よ 、やっぱり。君 たちもそうだけど、
他の大学の選手もそう。一見早 いタイム 出してる人がリレーでころっといっちゃう。だからタ イムとか 順位 を気 に
する よりも、中身を 気にす る 反省をしてくだ さい。 ア タック３原 則は できたけどア タックポイン トちゃんと確認 しな
かったとか 、脱出適当だった のは 危ない、ちゃんとしなきゃ、とか 。
こ れは本番 のときにも言えます。ミドルは 個人戦としてはとても大切なレースです。よい 結 果を目指し て頑 張
って、 結果がどうでる か 。でも、 よ かったとしても、 悪かったと しても、 次の日 のレースとはま ったく別物 です 。レ
ースのあとにやるべきこ とは 明日 への 準備 です 。 ダウンす る、ストレッチす る、 着替 えて温かく する 、マッサー ジ
する 、筋肉 を固めない 。だ から浮かれてる暇も落ち 込んでいる 暇 もありま せん。
今もそうです 。 慌てずインカレへの準備を しましょう。 とっと と反省し て、 次のトレ ーニングまでに課 題を洗い出
し 、それを修正 する 。そしてこれまでどおりの 課題 もこ なし 続 ける。イン カレまでの 週末は残 り７回 です。インカレ
除けば６回 です。

関東リレー 走順について

男女代表 の関東リレー の走順が決まりました。
男子
青山→川添→3走
1 走→神谷→大杉
※下嶋か石松が走りたい走順に入ってもらう

女子
稲葉−坂岡−千葉
豊田−板東−山本
板東、山本 は入れ替わりあり
そ れぞれの想定される展開 については 個別にメールをしました。関 東リレー前 ミーティン グ（２月４日 の週） で
も少し話をします。とりあえずリレーの 心構 えについてと 、 現在のトレーニング指針について８人に送 ったメール
を 転載します。
---------------------------------------リレー のレース 中はどんな展開 でも 常に冷静に。
周りの 動きに惑わされない。
マニュアルを追いかける ようにやるべきことを追いかける。
自分を徹底的 にコン トロ ールする。
レー スを支配す る。
こ れからは徹底的 にシ ミュレーシ ョン、こういう場面 ではこう行動 する 、というマニュアル 作 りです。 全てを想定
の範囲内 に置く準備です。 想像力の勝負 です 。あらゆる 経験 を活 か してください。
東大に抜かれたらどうする ？本女 に追いついてしまったら？想 定外 の 大学 と並走 したら？ ア タック方向 に人
影があったら？コンプリー トロストしたら ？競 り合ってる 男子 （女 子） を見 か けた ら？ある いはミスってる 男子 （女
子） を 見てしまった ら？同じ場面 でも１走 と３走 で対応 は異なる ？
前に進みたい誘惑 に負けず、やる べきこ とをやる 。もうこうなったら自分 との 勝負 です な。 相手は 関係 ない。
とにかく自分たち の展開に持っていければ勝ちってこ とを 心に刻 みましょ う。みん なはこの 作戦 に賭けたので
す 。これで負けたら、 相手がもっとすご かったってだけ。
でも関東リレー はま だ本番 ではないので修正する ことはできます。
こ の時期はフィジ カル的にはキ レを増して行く 時期です。 スピー ドトレー ニン グを して行 きまし ょう。１年生練習
会く らいまでは強度の高いトレー ニン グを週１〜２回、Ｌ ＳＤよりも短 いペース走 の ほうがよ いです。

２月
関東リレー 対策議事録

日時： 2 008年2月7日（木） 20:00 〜
関東リレー 走順確認
ME - A：青山-川添 - 石松
ME - B：下 嶋-神谷 - 大杉
MA ：日暮- 岡田-稲葉
WE-A：稲葉- 坂岡-千葉
WE-B：豊田- 坂東-山本
今後の予定
2月09,10日 学連合宿（ 11 日まで）、 関東リレー
2月16,17日 一年練習 会、 クラブ対抗リレー
2月 2 3 日 筑葉戦
2月24,25日 インカレ 直前合宿（24 日：日和田山ミドル、 25日： 宇根 峠 リレー）
2月 2 4 日 イン カレ最終全体 ミーティング （合宿にて、 スケジ ュール確 認・併 設リレーチーム編成 ）
3月 0 1 日 イン カレ直前調整 会（七国峠）
3月 0 7 日〜 インカレ （奈良入 りす る日程を決める）
プログラム読み合わせ
プロ グラムの確認
マニュアル 作成・確認
リレー マニュアルをダウンロ ード（PDF30p目）。

リレー マニュアルを確認 し 、ブランクを埋めていった。 不要なものは 消 す、必要 なものを足 す など自 分用にア
レンジ する 。
マニュアル作成 の意図は、とにかく自分 たちをコ ントロ ールす ること 。 当日 の天 気や 気 温や食事 のうまいまず
いはコ ントロー ルす ることはできない 。しかし 、 着るものや 食事 時間 ・量はコ ントロー ルする こと ができる。 できる
ことは 全てやる 。 人事を尽くして天命 を待つ、である 。リレーで自分 たちの 展開 にもっていくために、 モ デル イベ
ントでの 感触やミドルでの結果 に左右されないために、 考えられるす べての行動を管理し て、それを 遂行 するこ
とに 集中する。 そうしていると、緊張 す る暇もなければ、 感情に流 さ れるこ ともない。
スター ト時間 から逆算 して、 ア ップの時間 ・内容、 着替えの時間、会 場到着時間 、宿出 発時間 、朝食時間、 起
床時間、 就 寝時間、前日 の夕食時間、風呂 の時間 を決めていく。本番 に向 けては１週 間くらい前 の行動 から管
理す る、くらいの 気持ちが 必要 である 。そのためにも早いうちに交通 手段 ・到着 時間・宿 の確保 をする （→宿
題）。
今回はその練習。前日夜 の行動 から管理 していく。
宿題
奈良への出発日、到着日・時間、 交通手段を参加者全員分決定する （22 日まで）

関リレＭ議事録

日時： 2 008年2月1 7日 19:00 〜20:30
①リレー 反省
-- 「戦力分析」 （PDF32p目）を ダウン ロード
男子は入賞 ライン 直下の位置 までには 付けられる ようになった。 おそらく京大 はもっと 上げてくる だろう。ター
ゲットは 早稲田・名古屋。３人のタイムのばらつきをもっと 抑 えるこ とができれば目 標は近 い。 リレー の流 れの
中でそのパフォーマン スを可能 とする ための 準備が求められる。
女子は日本女子 がライバルであることには 変わりない 。 井手の 復 調次 第ではあるが、合 わせてくる と 見てよ
い。ＯＧ並 みのペースで走ってくる とやや 厳しいが 、 筑波のパフォーマンスもまだ上 げられる ので接 戦での 戦 い
を 想定して準備をす る。（昨年 や今回のＯＢ 対抗のような展開）
男子も女子も目標 とする 順位 が見えてきている 点では楽観 視 し ている。 あとは本番 で思った とおりのレー スを
展開 させるこ とに集中 する 。パフォーマンスはあるのだから 、そ れを最 大限 引き出す準備 をしていく 。
-- チームとしての 反省（ チームとして取り組んだことについて ）
・走順は適切 だったか
普段よ り悪いタイ ムになった人はそれがリレーという形式 によってもたらされ たものか 否かを 把握す る。 例え
ば人との 競り合いの 中で判断をミスした、 など。 そ れを失くすための 対 策はあるか 。
・１→２走、 ２→３走へのタッチの 仕方
競り合いのとき前にでるべきだったか、後 ろにいるべきだった か 。 情報伝達 は適切 だったか 。
・１→３走 への情報伝達は適切 だったか
コ ースレイアウトをイメー ジできたか。ルートチョ イスの 判断について 適 切に伝 えられ たか。
-- レース反省（個人 のレースにつ いて）
基本 の反省は必ずす ること
・ア タック３原則＋１はちゃんとできたか ？
・ルートプランは 適切 だったか ？迷ったときはシン プルで簡単なプランを ！
・番号はしっかり確認したか！！
いつもの 反省とは別にリレーレー スとしての反省をす る。
・競り合いの中でちゃんとプラン したか？
・人と 違うルートになったときどう 判断したか？
決めたとおりのプラン を選ん だのか、相手 に合わせた のか。そし て結果と してどうだったか。 タ イムよりも気持
ちを 重視。つまりどちらを 選んだほうが 不安 なく 自信 をもって走 れ るか。どっち のほ うが自分 のレ ース全体、ひ
いてはチームの 全体によい結果をもたらすか？
②走順最終決定
上記反省 を 踏まえて、本番 の走順 を決定。

男子： 青山、 川添、大杉
女子：豊田、 稲葉、千葉
万一メン バー に故 障などが発生した場合 は男子は１，２走 に詰 めて３走を 神 谷。 女子は２走 に白 形を配し 、 走
順が早かったほうを１走、遅かったほうを３走へ置く。万 が一がないように準備す ること。
③本番 への 詰め
レー ス中に適切 な判断を行うた め事前に判断基準を持てる よう決 めておく。 そし てそ れをチーム全体で共有
する こと 。一番重要 なこ とは 本番 で決めたとおりに実行する こと 。 先に決まっていれば 、判 断 がコンマ何秒 〜 数
秒早 くなる 。 自分の判断ではなくみん なで 決めたこ となので不安 が 軽く感 じ られる。それが 自信 につながってい
く 。揺ぎないオリエ ンテー リン グをする。
例１）ルートチョイスの 選択基準
・まずは 自分でプラン
・２つ以上 のルートが 見えた とき
→ 遠くてもシンプルで 簡単でミスしなそうな方を
→ （テレイン 特性 を踏まえて）ア ップのないルー トを選ぶ
→ ある いは道を使えるルー トを選ぶ（急所 を掴む）
・人がいた 、相手 は違うルートだ った
→ 自分が捨てたルートを相手 がとったらどうする ？
→ 自分が見てなかった方向 へ脱出したときはどうす る？
・人がいた 、相手 は同じルートだった
→ 前に出る？前 に行かせる？
→ 悩んだルートに変更し 勝負をかけるこ とは必要？（自分 の走順（役割） にもよ る）
・１→３走 への 情報 伝達の中で伝えられた 判断を どう利用する か
→ １走の意見を信じて迷わず判断する
→ 自分の判断で変更す る

（ただし ３走だけコースまわしが違う、ということもあるので注意）
・タッチ時に前に出ておくか、 先に行 かせるか
→ ３走は前に出る しかない！１， ２走 は？
・想定外の大学と遭遇 した 場合（特 に男子）
→いるはずのない東北大が前にいたとき、上記 の判 断はどうする ？
→いるはずのない格下校がいた とき、上記 の判断はどうする ？
例２） 様々 なシチュエーシ ョン 毎に判 断基準 を用意 しておく
相手が特定 されている ライ バル 校 に対 してどん な走順で来られてもよ いように例１ の判 断基準 を複 数用意 し 、
出方 に応じてリレー前夜に最終決定する。相手 がＡ，Ｂ，Ｃ の三人 が予想 され ると き
１走 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
２走 Ｂ C Ａ Ｃ Ａ Ｂ
３走 Ｃ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ
の６パター ンがありゆる。さらにそれぞ れに「追 いついたとき 」「ずっと一緒 のとき」「 追 いつか れたと き」 の シチュ
エー ション を用意 する 。 そしてそれぞれにつ いて「１走 でＡとずっと競 り合っていると きは 違うルートになったら同
じ 方向に変更する」「３走 でＢに追いついての 争 いになったら自分 の 判断 で勝負 をかける が 、 相手がＣだったら
同じにする」など 事前に決めておく 。
例３） ゴー ル直前 での争いに 備えて、 ラスポ のユニットを確認 し 、どっち が 押しや すいか 、 前に出 やすいか決め
ておく （ラスポが見えなければ１→３走 への伝達 でも可能）

！注意！ チョ イスを一緒にす る、 しないといってもコントロ ールの位置が同じかは分からない 。あく まで自分の
プランがあって、それを相手によって・状況によ ってどう変化させるか、です 。相手についていくだけ 、というの
は決してあってはならない 。言うまでもないことですが 。

④インカレま での 準備
・うがい・手洗いは基本
・睡眠 ・ 栄養 はしっかりとる
・交通手段 を 決めておく（2 2日ま で）
・併設リレーチームのメンバー ・ 走順を決めておく （22 日まで）
・LSDは不要。 週１回スピ トレ を８割 くらいの力で行う。長 く走る必要 はない。
・２週間前 からは１年間 の 疲れを 抜 くこ とがトレーニング！（ ストレッチ・マッサ ージ・ 風呂）
・プログラムを読む
・過去地 図を 叩き込む
・レース用具 ・応援グッズ・シ ード選手紹介 の用意は早めに

⑤24、 25日合宿 概要
2 4日 日和田山 ミドル（２本）
2 5日 宇根 峠 リレー ＋ファシ ュタ
2 3日の筑葉 戦とこの両日がイン カレに向けた最終テスト（レー スペースでの調整 ） です。
2 4日午後 にミー ティングをす るのでイン カレプログラムを持参のこ と。
ま たOB ・OG 向けにイ ンカレ 参加者紹介 をするので、写真撮影 をし ます 。合 宿に参加 し ない人は写 真とイ ンカ
レに向けたコ メント（50〜1 00字程度） を29 日までに小泉へ。 ない人 は勝手 に写真 ・ コメン ト作 っちゃいますの で
あしからず 。
1日 七国峠 レー ス１本＋サーキットなど
こ の練習会はあくまで 慣らし運転みたいなもの 、不安 をなくすための ものです。 タ イムを気 にする必要 はない
ので 、同じこ とを 何度も繰り返して本番 に向けて不安 をなくし ておくた めの練習 機 会です。

イン カレ 直前ミ ドル練習会 in 日和田山

2 5日の宇根 峠使用ができないというこ とですので、 合宿は 中止し、24 日のみ の 単日練 習 会に変更 し ます。25
日に予定していたリレー練習は1 日の七国峠練習 会で実施します 。
日時： 2 008年2月2 4日（日）
目的：
イ ンカレのミドルレ ースのスケ ジュールを意識したレース形式 の 練 習です。 ミドル特 有の１日２ レース、 レー ス
間の時間 の使い方、 スタートまでの 移動、などを 事前に体験して 当日の スケジ ュールづくりに活 か します。
レー スそのものはミドルの課題 への 最終仕上 げになります 。レース中 にする べきこと をしっかりリストアップし
て臨んでください。
スケジュー ル ：
08:00 設置隊集合
09:30 移動開始、 ベースへ移動、
10:30 予選 トップスター ト（ベースからスタートまでは徒歩1 0分以 内 を予 定し ます）
11:30 予選 ゴール 閉鎖
13:00 決勝 スタート 地区へ移動（多田野車 でピストン）
13:30 決勝 スタート （予選遅い順にスター ト）
14:30 決勝 ゴール 閉鎖、撤 収開始
15:30 現地出 発
19:00 直前 ミー ティング （体サ）
コー ス：
予選 1 .5 km〜2km 登距離 10％以内
決勝 2 km程度 登距離 1 0％以 内
コン トロールはす べて EMITを利用 します 。
予選 スタートまでは 徒歩移動（ 10 分以内）です。
決勝 スタート 地区まで多田野車 でピストン 輸送 します 。
決勝 スタート 地区に飲食物・防寒具 を持って行くことができます 。
決勝 スタート 地区から決勝スター トまでは徒歩５分以 内を予 定し ていま す。
決勝 スタートはインカ レと 同じく 予選最下位の選手からプレスター ト方式 で出 走し ます。４分前枠から 入ってくだ
さい 。
注意：
予選 スタートと 決勝 スタートまでの 間に時間があるので、 風邪をひかないように着 替えを 用 意す ること。

イン カレ 前最終確認M /T 議事録

日時： 2 008年2月2 4日 19:15 〜20:40

・リレー チーム・ 走順確認
男子代表 ：青山-川添 - 大杉
女子代表 ：豊田 -稲葉- 千葉
MA ：下 嶋-並木 - 神谷
MB ：赤塚 ,小倉,石松（走順未定）
WA：常住- 坂岡-白形
XA：日笠 -坂東- 稲葉
XB：岡田 ,日暮,山本（走順未定）
走順 が決まっていないチー ムは3 月1日ま でに決めて小泉 または 多田野 まで知 らせてくださ い。
・プロ グラム 確認【要確認】
プログラムは 各自で確認 のこ と。
チームでの 決ま りごと：
・実行委員 会からの 配布物、要求 は全てコー チ（オフィシ ャル ）を通して行 うこと。
・各自必ず時計 を持参のこ と （どんなものでもよい ）
・開会式出席者は7 日12:40 までに開会式会場へ。遅れる場 合は必 ずコ ーチへ直接連 絡の こと。 （ 小泉携 帯：
090 -XXXX- XXXX）
・直接宿へ向かう 人はチェックイン 担当の白形 が開会式から戻 ってくるまでチェックインし ないこ と。
・公式掲示板 は必ず自分 の目で確認す ること。
・開場時間・ゴール閉鎖 などの 時間 は必ず遵守 する 。ルー ルを 守る 。
・携帯電話は使用禁止
（ルー ル 上は禁止されていないが疑いをもたれる ことを 避けるため禁止と します）
・Ｅカ ード・ナンバーカー ドを配布後は管理をしっかりする。 しま う場所を決 める。会 場を出 る とき、宿 を 出ると
き、 バスに乗る とき、スタートへ 向かうとき 、 必ず確認する。
・リレー 走順 ・チーム 変更は8日15時までに小泉 へ連絡。
・リレー 選手 権は地図置き場にてOB の目でもチェックを入れる 。
・ペナしない！順位 よ りも完走！！
役割分 担：
・大会受付はオフィシ ャルが行う。
・開会式後多田野車で戻る人（小泉、 坂岡、 千葉、豊田。常住 はバスで宿へ ）
・7日開 会式後のチー ム宿舎へのチェックイン は白形が担当
・予選・併設スタートには 小泉・多田野 が行く
・弁当受け取りはオフィシャルが行い、 陣地で配布
・Ａファイナル受付 はオフィシ ャルが 行い、陣地 で配布
・決勝スター トへは多田野 が行く
・Ｅカ ード回収はオフィシ ャルが 行う
・弁当ガ ラ返却は手の空いた学生が行う
プログラムで決まっていないスケジ ュールの 確認：
・7日、 8日とも夕食は18 時、夜ミーティ ングは 19:30を予定
・朝食時間・選手村 からのバス乗車時間 は各自 で決める （前 夜 のミー ティングで確 認）
・オフィシャルの 乗車バスは 前夜の状況をみて決める（少 なくと も１人は 最 初の バス）
・インカレま での 準備
・うがい、手洗 い、睡眠確保 は基本
・トレー ニングは 軽くする 。疲 れを抜くことがトレーニン グ
・上記確認事項を参加者全員へ伝達する
・各リレーチームで 最終 ミーテ ィング
・代表選手から愛好 会員へ一言メッセー ジを 出してほしい
・タイムテーブルを各自 アレン ジして 作っておく
「タイ ムテー ブル 雛形」（PDF33p目）をダウン ロード

３月
イン カレ 直前リレー練習会 ｉｎ 七国峠

日時： 2 008年3月1日（土）

目的：
イ ンカレのリレーを意識したレース形式 の練習です。 リレー チー ム内のスケジ ュール ・ 役割確認を 行います 。
追い込んで走る必要 はありません 。 オリエ ンテー リン グの技術、リズ ムを確認 するた めにトレーニン グ機会 で
す 。 本番に自信を持って望めるように最終仕上 げをしま しょう。
スケジュー ル・ 内容：
09:00 設置隊集合
11:00 １走 スター ト（それに合わせて集合 ・準備のこと）
13:00 リレーゴー ル 閉鎖
14:00 撤収開始
15:00 現地解散（現地 で少しミー ティングをします）
リレー をゴールしたチー ムから順次サーキ ットを開始する こと ができます。あくま でトレーニン グなので 全員の
ゴー ルを 待つ必要 はありません。 サーキットも全部こ なす とそれなりに消耗 しま す。 た くさんす る必 要にない人
は無理せず抑えて下さい 。コントロ ール 数が多いので撤収も多 くの人 にお願 いし ます。
コー ス：
リレー １ 3.7km 程度
リレー ２ 3km 程度
リレー ３ 2.5km 程度
イ ンカレで走る クラスに合わせてコ ースを割り振ります 。 男子でも女子 と 同じコー スを 走る 場合がありま す。 ま
たコ ースパター ンが あります 。
イ ンカレリレー らしく基本 に忠実な技術を 要求する コー スです。 メリハリ、集 中 の しどころをし っか り把握 しなが
ら走ってくだ さい。後半 にパブリックコントロ ールがあります。
コ ントロ ールはすべて吊り下げ式です。ポスト 番号はつけています ので番 号確認 をして、 し っかりタッチし てく
ださい。ただしスタート枠に入る前のEMIT確認 ・ア クティベート 確 認などは嘘でもやりま しょう 。
サー キット１ 850 m
サー キット２ 176 0m
サーキ ットはコ ンピ中心 のＣ１とミドルレッグ中心のＣ２があります 。 同じ地 図に丸描きし ています。どちらもヤ
ブの 中でのナビゲー ショ ンをコ ースです 。ヤブに苦手意識の ある人 は利用 してくださ い。ヤブはいいや 、という
人はチーム内の他の人の地図を利用 してリレーコ ースを 走るこ ともできま す。
リレーチーム・ 走順：
①青山 川添 大杉
②下嶋 神谷 石松
③坂本 高橋 小泉
④豊田 稲葉 千葉
⑤常住 坂岡 白形
⑥板東 山本 日暮
注意：
気温が下がる可能性もあるので、風邪 をひかないよ うに 防 寒具・着替 えを用意 するこ と 。できれ ば 女 子テン ト
も持ってきてください。 地図ビニを 各自で用意 してください 。

いざ

ついに今週となりましたね。
５月に流山 に何人かが訪ねに 来てくれたときは 、 どこま でできるかな〜？ とと ても 不安でしたが、 なんと早いも
のであっという間にインカレ となりま した 。
こ の１０ヶ月間、私としてはやりたいこ とをやらせてもらった し、言 いたいこと を言 わ せてもらいまし た。全力 を
尽く しています。H it All The Con to rls!! 悔いはきっとないと思います 。
正確にいうと、 悔いのない結果 はありません。 たとえ勝利を得 たと してもです。あそ こでこ うしておけば もっとよ
かったかも、という妄想 は必ず生まれるのです が、それを 繰り返 すこ とが人生 です 。
だ から自分 がしてきたこ とに自信 をもつ ことが 大切 なのです 。前 にも 言いま したが 、 や れなかったこと を後悔 し
て臨むのではなく、 １つでもやったこ とに自信 をもって臨みましょ う。みん なは 合宿 ・練習会に参加 し てきたし、 ミ
ーティン グに参加してきた、トレーニングを １回でも積み重ね て来たのです 。
何もしなかった人は１人 もいません。何 もしなかった あなたの 結果 より、少 しだけでもよ い結果 を得 る権 利が

今のあなたにはあります。
よ いインカレ になりますよ うに。

