
基本に忠実であること。これがもっとも大事で

あると、同立戦が終わり振りかえってみて思う。

僕が出場したのが操縦の丁寧さ、正確さを競うⅡ

部競技である以上、それは当たり前のことではあ

るあるが、それがいかに大事で、かつ難しいかを

実感した。

大会に臨むにあたり、先輩から風とポジション

が大事だとアドバイスをもらっていたのだが、僕

はこの風とポジションをあまり考慮に入れず飛び、

いいフライトができないことがよくあった。なの

で合宿以外でも空いている時間を利用して課目の

組み立てをメモ用紙に書いたり、フライトでの注

意点などをよく復習しておいた。

そして迎えた同立戦。前日の夜の段階で僕は二

番手で飛ぶことに決まっていたのだが、いざⅡ部

競技が始まるといろいろあって 1番手で飛ぶこと

になった。前の人のフライトを参考にすることが

できず、また初めての競技フライトということで

座席に座った瞬間緊張がこみ上げてきた。僕の発

航まで時間があり、上空での課目の組み立てを考

えているとき、川又先輩がフライトのアドバイス

をしてくれたり、いろいろと話しかけてくれて緊

張をほぐしてくれ、とても嬉しかった。

そのおかげか離陸や曳航はなかなかうまくいっ

たと思ったのだが、失速・急旋回・蛇行まで行い

課目が残り一つとなったときに急に残りの課目が

思い出せなくなり、高度計を見ると帰らなければ

ならない高度になっていた。そのまま場周に入っ

たがそのときに課目 8の字が残っていることを思

い出した。降りてから�なんで風下に向かって課

目をやったの逢�と言われた。ポジションが悪く

なったことで課目が一つできなくなっていったの

だ。頭が真っ白になっていたので課目を思い出せ

ていたかは分からないが、課目の組み立てさえよ

ければ十分に高度は残されていたはずなのだ。自

分の悪いところがこういうときに出てすごく落ち

込んだが、そのあとすぐに 2発目のフライトだと

ピストから言われたので、しっかり切り替えて飛

ぼうとしたが、 2発目のフライトは少しそれを引

きずり、課目は全てできたものの、あまりいいフ

ライトではなかった。とくに着陸では軸線が大き

くずれ、採点をして頂いた森川教官からはキツイ

一言も頂いた。

と、少々ネガティブな内容になってしまったが、

全体的に見れば景色を楽しみながら丁寧な操縦を

心がけることができたし、教官が上空でほとんど

しゃべらないこともあってソロで飛んでいる気分

を味わうこともできた。結果的には準優勝するこ

とができたわけだが、大きな失敗もあり満足のい

くものではなかった。

去年・一昨年の同立戦Ⅱ部に参加した上回生が

皆�Ⅱ部に出場するのは自分のためになる�と

言っていた。僕もこのⅡ部競技を通じてもう一度

基本に立ち返り、フライトそのものを振り返るい

い機会になった。また初めての競技会で(内容は

どうあれ)結果を残せたことは自分の自信になっ

た。このⅡ部競技に参加するほとんどの人は初め

ての競技会となると思うが、あまり気負わず楽し

んで飛んでほしい。フライトだけでなく競技会へ

の意識も高まるし、何より山あり海あり湖ありの

福井の景色を眺めながら飛ぶことができるのだか

ら。それもほとんど自分の力で。
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1．初めての競技会を振りかえって 同立戦

2年生 村 瀬 徹



�初日、同志社二人とも宿当かよ。ピスト考え

てくれよ�と不平を洩らしながら、新人戦は始ま

りました。他の選手は R/Wに行ってしまってい

て R/Wで何があったのか全く分からないまま一

日が過ぎてしまい、帰ってきた他校の選手に話を

聞くと、横風で関東の練習フライトができず、待

機していたという。ちょっと嬉しかったのは秘密

だ。だが、防大による匍匐前進講座を受けられな

かったのは残念でもあった。

翌日には練習フライトは終わり、競技フライト

が始まったのだが、発航順の関係で村瀬は回って

きたのに対し、僕には発航順が回ってこず、次の

日の 3発目という微妙な位置となった。というよ

りもこの新人戦、僕の発航は風待機のすぐ後だっ

たりとあまりついていなかった気がする。本当に

ツイていない。まあピス交があった後にフライト

がなかったのは良かったが。

次の日には 1、 2ラウンドが成立して結果が出

たが、ショートどころかロングしても順位が大き

く変わってしまう大接戦となっていました。僕個

人でいえば、ショートやロング以前の問題でした

が。今年の新人戦は風の関係で 4ラウンドまでし

か成立しませんでしたが、それでも実力の違いが

よく出てきていると思います。実際、トップの名

大の堀は高校からやっているライセンサーでした。

僕個人のフライトや成績は、ブログのほうであら

かた書いているので、詳しくは書きませんが、ロ

ングさえできないプレッシャーというのもないわ

けではありませんでしたが、一言で言うならば

�実力不足�であったという他ありませんでした。

一週間も競技が続くのだから、最終日あたりは

空気がピリピリしているのだろうかと思っていた

のだが、あまりそんなことはなかったと思う。最

終日の前日など風待機があったのだが、ほとんど

の選手が普通に寝ていたり、ブッシュで木登りし

て遊んでいた(木登りしていたのは関東の大学)く

らいだ。それに最終日に訓練するのか競技するの

かで話し合ったときなど、ラウンドが成立しない

とわかると、みんながすぐに訓練をkんでいた。

その後の訓練フライトで30分ほど滞空できたのは

良かった。

また、九大の桂の誕生日が新人戦中にありサプ

ライズパーティーを行ったりもした。ケーキを

買ってプレゼントし、プレートには自分たちで桂

がうまく表現されている字を書いたのだが、書い

た文字はみんな納得の出来だった。喜んでもらえ

たのでよかったと思う。

あと楽しかった(面白い)と言えば、他校の差し

入れだろうか、もちろん同志社の OBや先輩から

いただいた差し入れはありがたかった。他校の差

し入れにはコスプレ服から、ツナ巻だと思ったら

猫缶だったという大学もあった。あの缶詰はどう

なったのだろうか…。

またこのメンバーと全国で会えることができた

ら本当にいいと思う。
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2．全国学生グライダー新人競技大会

2年生 清 水 孝 晃



後輩達の初陣とも言える新人戦で、村瀬( 2回)

がなかなか善戦したこととこれから始まる大会

シーズンに気持ちが高ぶりながら迎えた10月30日

でした。週間天気予報とにらめっこしながら前半

の天候は微妙…勝負は後半かなという予想をたて

ており、この後東海・関西競技会が控えているこ

ともあり関関同立戦はあくまでそれに向けた練習

でいろいろなことを試してみようと10月に準備し

ていました。しかし結局大会が始まると試したい

ことなどすべて忘れて、全力で挑んでいました。

予想通り後半戦が勝負となりましたので、それに

ついて書こうと思います。

大会四日目、午前中から条件が良くなり始め、

まず関西大学の一番手が周回。しかしまさかの空

域オープンのし忘れで当飛行失格葵ラッキー葵と

思ったのと同時に一番手のときは特に注意しなく

てはと自分のなかでチェックリストの項目が増え

ました。(自分のフライトを使わずに勉強できた

のはお得感がありますね葵)

その後竹山さんがサット周回、二番手川又さん

が粘り、粘り、粘りの周回。もちろん時間がか

かったため得点は低くなりましたがそれでもやは

り得点すれば最低500点は入るわけですのでチー

ムとしては非常に大きなリードとなりました。そ

してやはり R/W西のビニールハウスの上は手堅

いなぁ、ローカルルールではありますが迷ったら

まずあそこかなと考えていました。

さて続いて三番手川治が上がって次に自分の順

番のところで一つ問題が発生しました。関関同立

戦は出場機体でのフライト回数が 5回以上の規定

があるにもかかわらず自分のW28経験は 3 回…

完全にアウト…仕方なく ASK21で出場すること

に…結果的にはそれが功を奏したのですが、それ

はもう少し後にお話しします。

話を競技に戻し、川治のフライトですが条件も

渋くなり始め周回はもう無理な感じ他大学もどん

どん降りてきている状況の中、きっちり滞空点を

獲得してくれました。よってパイロットチェンジ

で自分の番がまわってきました。しかし周回は厳

しい状況…ねらいは滞空点…ならば機体は

ASK21より ASK13ソロかな!?と考え ASK13ソ

ロで出発しました。結果は 0 点…(チッ…色々考

えた結果がこれかい…)もう状況が苦しい感じで

したのでまたまたパイロットチェンジでラストフ

ライトは丹羽さんに代わってもらいました。

大会五日目、今日も条件が期待できそうな日で

したがこの日に限り選手でないリトマンがおらず、

仕方なく選手でまわすことになり(関大；岡本、

KG；高橋、同志社；田渕)昨晩は�チームリトリ

ブ結成葵目指せ優勝葵�などと勝手に盛り上がっ

ていました。他のリトマンは各チームの一番手の

ため最初のリトリブは僕となり、五日目が始まり

ました。今日は川又さんがいらっしゃらなかった

ので少し早めに順番がまわってくるかなと思って

いたら、以外にも15時(最終発航)20分前ぐらいギ

リギリにまわってきました。竹山さんがブログど

おりの粘り周回、川治が 1ポイントという状況で、

この間に関大の岡本さんも周回されたのでリトマ

ンも無事交代することが出来て、競技に臨みまし

た。離脱して R/W西 500mのところでプラス、

マイナス 0といった弱いサーマルにすぐヒットし

たのでとりあえず旋回開始。 2旋転ほどしてみて

も状況変わらず…まぁ、すでに15時前という時間

帯と他機の様子を見てもさすがに苦しいかと思い
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3．関関同立戦体験記

3年生 田 渕 雄 亮



ながら、とりあえず状況は変わらないし、他に行

くあてもなかったので滞空点でも獲ろうとそのま

ま旋回を続けているとたまに＋0. 5ぐらい針が振

ることがありました。その時は気付かなかったの

ですが次の旋回はお尻に意識を集中させまわって

みると微弱ながらも突き上げてくるのを感じまし

た。少しそっちに寄せ、沈下率があがらないよう

にバンクは 25°を保ちながら、速度を 80km/hで

旋回していると本当に少しずつですが高度を獲得

している(ヨシヨシ 570m…このまま…このまま

…)。

�関大23準備よし葵�

(なんでやねん〜〜‼今いい感じなのに‼)気がつ

けばウインチ真上…普段ならもっと流されて東側

空域まで突っ込んでるのに…今日に限って…北西

風やる気だせよ葵…などと考えていると案の定

�557状況報告しなさい。�と無線攻撃…これは仕

方ないと�現在ウインチ上空 600m。＋ 0 から

0. 5で上昇中�と報告。すると�はい。その位置

なら問題ないです。23発航どうぞ。�(審判員ナイ

ス〜‼)21のコックピットで明らかに喜んでいま

した。絶対ブレイクさせられると思っていたのに

…そうこうしているうちに高度が 650mほどに

なってきてようやく上昇率も安定し始め＋ 1は振

るようになってきて結局 780mまであがりブレイ

ク。その後文化センター手前で今度はまとまった

サーマルに出会い、確実に周回できるように

900mまで上がり、後は 1 グライドでゴールでき

ました。いろいろしていたフライトのように思え

ましたが、結果的には余計な場所は一切通らず、

理想的な三角形を描くフライトとなり、タイムも

デイリー 2と川又さん不在の代わりは務められた

かなと思います。

後半、文章態がおかしくなりすみませんでした

…けれども競技中ではありますがこのようなこと

は本当に考えていたことであります。同じような

話を他大学の同期やウインチ側でしているとやっ

ぱり他の人も似たように考えていることも多くて、

フライトを笑いながら反省会していました。

ちなみにチームリトリブはあの日 1、2、3フィ

ニッシュとなり本当に優勝してしまいました(も

ちろん架空のチームなので結果には残りませんが

…)。

これからライセンスや競技を目指す後輩にです

が、やっぱり結果が出れば面白いし、チーム戦は

自分のみならず他人のフライトも一喜一憂できま

す。もし少しでも楽しそうに感じてもらい自分も

やってみたいと思ってもらえたら幸いです。

最後になりましたが応援、ご協力くださる OB、

OGの皆様いつもありがとうございます。私自身

航空部生活も残り少なくなってきましたが部員

共々最後までベストを尽くしますのでご声援よろ

しくお願いいたします。
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今年の東海関西は、夏前に 5人がライセンスを

取得しており、それに加え競技会前に丹羽の

CAB受験が決定したので、 3 人 1 チームの計 2

チームになると決まっていた。しかし直前に 1人

が辞退し 5人で大会に出ることに決まり、来年の

ことも考え、Aチームが川又と竹山と川治、B

チームが丹羽、田渕というチーム編成に決まった。

今年も、昨年同様夏休みに滝川に行き、その後

の同立戦では竹山、川治は ASW28で周回し、川

又、田渕は ASK21で周回。前日までの行われて

いた関関同立でも竹山、川又、田渕が周回し、川

治も条件がなくなってきた時にワンポイントし、

それぞれが技量を上げていると感じていた。なの

で、今年の14チーム中 7チームしか全国大会の出

場権を得ることができないという激戦でも東海関

西でも結果を残せると思っていた。

6日にチェックフライト、翌日に開会式が執り

行われ、その後競技が始まった。

■DAY1(11/7)

滞空点争いの 1日となった。

午前中は日射がなく、各チーム無得点。

午後から天気が徐々に回復してきたが、なかな

か地表が温まらず、空気が動き始めるもサーマル

が発生するほどにはなかなか成長せず、同志社A

・B共に苦しんだ。全チーム滞空なくこのまま無

得点のまま終わってしまうのかと思われたが、午

後 2時頃に龍大チームと京大チームが得点。

【当日の得点】

龍大チーム 17点

京大チーム 5点

■DAY2(11/8)

この日は朝から曇天。

発航順が一巡したところで、その後の条件が見込

めないとのことで午後から宿舎待機。

最後の発航順の関大のみ得点。

【当日の得点】

関大チーム 1点

■DAY3(11/9)

強風のためノーコンテスト。

■DAY4(11/10)

西高東低の気圧配置で、強い西〜北西風が吹い

たため途中横風待機をしながら 1日競技を行った。

上空には寒気が残っているため条件が出ることを

期待していた。

タスクは文化センター−宿舎。

午前中の厳しい条件の中、名大波多野と関大前

島が周回。同志社Aチームは川又が飛び続け、B

チームは田渕と丹羽が飛んだ。粘ることはできて

も両チーム共に文化センターまでの一歩が踏み出

せず、苦しんだ。13時頃から14時頃まで条件が良

くなり、その間に発航順が回ってきたチームが

チャンスを生かし、次々と周回。私も離脱直後

サーマルにヒットし、R/Wエンドに流されなが

らも 1, 150mまで一気に上がり、その後文化セン

ターに向かった。前方には関大堀が先に私よりも

低い高度で文化センターに向かっていたので、後

を追うようについて行った。文化センターには

950mで到達。私が宿舎に向かう時にゴールして

いた機体は文化センター─宿舎間で高度を落とし

ていなかったので、950あればいけると思ってい

た。しかし、文化センター─宿舎間はすでに広域
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4．東海・関西学生グライダー競技会

4年生 川 又 さ お り



に渡り沈下帯が広がっており、コースをずらして

も、ずらしても沈下帯から抜け出すことができず、

良くなって− 3…宿舎に�り着く前に落とされ、

東海大橋西詰で上げなおそう粘ったが上がれるプ

ラスではなく、そのままゴールすることを決め、

ゴールに向かった。ゴールを 360mで通過したの

だがネガティブ。審判委員長に確認しても判定は

変わらない。他機がちょうど場周に入るところで

見間違いが起こったと分かり、事なきを得たが…

他数チームが周回していたので落ち着かなかった。

この日、周回が続出した中で周回できなかった

ことがのちのちに非常に悔やまれた。

【当日の得点】

関関チーム 1022点

名工チーム 917点

龍大チーム 842点

府大チーム 835点

京大チーム 786点

大工チーム 745点

関大チーム 722点

：

同志社Aチーム 335点

・

同志社Bチーム 10点

■DAY5(11/11)

昨日の結果で順位が変動し、同志社A・Bはそ

れぞれ10、13位と全国大会出場権外におり、全国

大会に出場するには何としてでも周回しなけれ

ば‼という気持ちでいっぱい、いっぱいだった。

昨日、周回者が続出したことにより、タスクは福

岡大橋─宿舎となった。

競技開始後から空域オープンギリギリまであが

る機体が続出した。田渕も西側空域で徐々に上

がっておりこのまま福岡大橋に行くかと思われた。

しかし、福岡大橋に向かう前の沈下帯でほとんど

の機体が撃沈され次々と戻ってきてしまっていた。

そんな中で、名大波多野が R/Wより南側のスト

リートクラウドをうまく使い周回。その 1機が周

回しただけで、他チームは滞空するものの落とさ

れて帰ってきてしまっていた。13時半頃にスト

リートクラウドが R/Wに近づいてきた。そして

昨日同様条件が良い時間帯となった。そのチャン

スを生かし、Bチーム丹羽が周回。高度を一気に

上げワングライドで周回し、あっという間に回っ

てきた。一方、竹山は条件が爆発する前に粘って

高度を上げ、福岡大橋を安全高度ギリギリでクリ

ア。その後粘りに粘って高度を上げ宿舎クリア。

竹山が回ってくると信じ、祈ることしかできない

川又と川治は竹山のフライトをひたすら地上から

見守っていた。田渕も丹羽が回ってくると信じ、

最終的には 3人で 2人のフライトをずっと見守っ

ていた。本人も回らなければというプレッシャー

が非常に大きかったと思うが、地上で見守ってい

る方も応援することしかできず、ドキドキで昨日

のフライトでワンポイントしかできなかったこと

が本当に悔しくて、悔しくて仕方なかった。竹山

・丹羽が周回した時は全国大会出場権への希望が

つながりみんなで喜んだ。

【当日の得点】

府大チーム 1000 点

同志社Bチーム 831. 5点

名大Bチーム 750. 9点

京大チーム 706. 6点

同志社Aチーム 680. 2点
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■DAY6(11/12)

寒冷前線の影響で雨が降り、朝から宿舎待機。

11：45から競技開始。

なかなか地上が温まらず、滞空点争いの 1日と

なった。

【当日の得点】

立命Aチーム 10点

名大Aチーム 5点

■DAY7(11/13)

午前と午後の視程待機のため、発数が伸びず、

視程が悪い中での競技となった。

得点者なし。

■最終日(11/14)

昨日同様、視程が悪く、ごくたまに日射がさす

もののほとんど雲に覆われ、風も穏やかで静穏ソ

ロ日和…得点者がでないまま競技終了となった。

■競技会結果

【団体】

優勝 大阪府立大学 1835. 7点

準優勝 京都大学 1498. 0点

3位 名古屋大学A 1360. 0点

4位 関西学院・関西大学 1076. 0点

5位 同志社大学A 1016. 1点

6位 名古屋工業大学 927. 7点

7位 龍谷大学 884. 6点

----ここまでが全国大会出場権獲得----

8位 同志社大学B 841. 5点

9位 関西大学 778. 6点

10位 大阪工業大学 768. 5点

11位 名古屋大学B 758. 9点

12位 立命館大学A 739. 1点

13位 大阪大学 706. 4点

14位 立命館大学B 14. 0点

【個人】

優勝 谷口竜也(府立大 3年) 1835. 7点

準優勝 粟津浩介(京都大 4年) 1498. 0点

3位 波多野高斗(名大 4年) 1350. 0点

4位 高橋良典(関学 4年) 1003. 0点

5位 奥村太佑(名工 4年) 927. 7点

6位 諏訪弘明(龍大 4年) 858. 6点

7位 丹羽正樹(同志社 4年) 819. 5点

：

12位 竹山翔太(同志社 4年) 680. 2点

：

14位 川又さおり(同志社 4年) 335. 9点

：

18位 田渕雄亮(同志社 3年) 22. 0点

今大会は昨年のような滞空点争いとは全く異な

り、周回できたチームでも全国大会のへの出場が

できない戦いになった。条件の良かった 2日間両

日ともに周回もしくは得点しないと全国への出場

権を得ることができなかった。その中で今大会は

発航順も大きく関わる大会だった。ある時間帯に

なると 2日間とも条件が爆発したのだが、発航順

が 1周回るまでには条件がなくなってしまう。そ

ういった意味では実力が反映されてないと感じさ

せられることが多々あった。しかしながら、条件

が渋くても回ってくる選手はいる訳なので、実力

が反映されていなかったとは完全には言い切れな

い。

今大会では、チーム力も大事だなと考えさせら

れた大会となった。チームメイト同士のお互いの
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考えが分からないまま飛んでいた時は、お互いに

良い結果が出せずに正直苦しんだ。熱意故にチー

ムメイト同士の意見が対立することも幾度もあっ

た。しかし、チームメイトが自分の実力を信じて

くれ、条件が良い時に自分が飛びたいのを抑え、

�順番を託す�と発航を託してくれた時、いつも

以上の力を発揮できたと思う。

他大学のチームを見ていてもチームメイト同士

やそのクルーとの間に問題を抱えているチームは

競技以外のことに気を取られて大会に集中しきれ

ていない様子だった。大会期間中はチームメイト

同士がぶつかることを避けようとするが、多少ぶ

つかったとしても自分の考えをチームメイトに伝

え、お互いの考えを共有し、お互いが実力を認め

あい、飛ぶことの重要さを知る大会となった。

今回、同志社チームとしては丹羽が個人入賞を

果たしてくれたのだが、残念ながらあと一歩のと

ころで全国大会には 1チームしか出場できないと

いう結果に終わってしまった。Bチームの分まで、

今大会の経験を生かし、全国大会ではお互いの意

見を言い合い、納得した上でフライトに集中でき

るような環境作りをし、しっかり 3番手まで回し、

全国優勝をめざして頑張りたいと思います。
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