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大和高原二日間大会 プログラム 
（2007 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会（ミドル・リレー）併設大会） 

 
 

日程 平成 20 年 3 月 8 日(土)、9 日(日)  雨天決行・荒天中止 

場所 奈良県奈良市 

会場 奈良県立青少年野外活動センター 

主催 日本学生オリエンテーリング連盟 

主管 2007 年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル・ディスタンス、リレー競技部門実行委員会 

競技責任者 仲村 健一（2002 年 京都大学入学） 

コースプランナー 3 月 8 日(土)：樽見 典明（2002 年 名古屋大学入学） 

                     ：木村 洋介（2001 年 大阪大学入学） 

            3 月 9 日(日)：木村 洋介（2001 年 大阪大学入学） 

地図 縮尺 1:10,000、等高線間隔 5m、走行可能度 4 段階表示、JSOM2007（N,G クラス以外） 

    縮尺 1:5,000、等高線間隔 5m、走行可能度 4 段階表示（N,G クラスのみ） 

競技形式 3 月 8 日：ポイントＯ形式での個人戦 

3 月 9 日：ポイントＯ形式での 3 人制リレー・個人戦（スプリント） 

パンチングシステム N,G クラス以外：Emit 社製 e-card による電子パンチングシステムを使用 

N,G クラス：コントロールカードによる針式パンチを使用 

 

 

 

目次  

1. 会場までのアクセス ............................................................................................................................................ 2 
2. 本大会に関する諸注意 ......................................................................................................................................... 3 
3. 競技情報 ............................................................................................................................................................. 4 
4. 大会当日の流れ ................................................................................................................................................... 5 
5. N・Gクラスについて.........................................................................................................................................12 
6. お問合せ先 .........................................................................................................................................................14 
 

 

 

【重要な注意事項】 

本大会の参加者は、本大会で使用する地図をインカレ参加者に閲覧させるこ

とを禁止します。違反が発覚した場合、違反者及び閲覧したインカレ参加者

も失格とします。 
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1. 会場までのアクセス 
大会専用バスを事前にお申込みの上、ご利用ください。申し込みをしていなくても、当日、バスに空席があればご乗車できます

(料金はバスストップの役員にお支払いください。1000 円)が、できるだけ事前に申し込みをしていただきますよう、お願いいたしま

す。 

バスストップは近鉄奈良駅より徒歩 10 分です。その後、大会専用バスで会場まで約 45 分、バス下車後、会場まで紫白色テープ

誘導 0.6km、徒歩約 10 分かかります。 

なお、要項に記載していた、榛原駅～会場間のバス運行は、利用者数が少ないと予想されるため、とりやめとなりました。この場を

借りてお詫び申し上げます。 

 

 

  

 選手村バスストップには、発車時刻の 5 分前までに集合してください。 

 定員に達したバスから、順次発車します(各発車時刻に複数台発車)。 

 バスの競技会場到着が大幅に遅れた場合、スタート時刻を遅らせるなどの対応をする場合がありますので、バスストップの役

員の指示に従ってください。 

 バスの所要時間は 45 分程度と長時間であるため、トイレなどは乗車前に済ませておくようにしてください。 

 自家用車での来場は禁止です。近隣の方にも迷惑がかかりますので違法駐車は絶対におやめください。 

 

3/8(土)バス時刻表 

No. 選手村バスストップ 会場バスストップ 

1 7:40 8:25 

2 8:10 8:55 

3 8:40 9:25 

 

3/9(日)バス時刻表 

No. 選手村バスストップ 会場バスストップ 

1 7:10 7:55 

2 7:25 8:10 

3 7:40 8:25 

4 7:55 8:40 
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2. 本大会に関する諸注意 
 

 グラウンド内に公式掲示板を設置します。変更点、連絡等参加者に伝えるべき公式な情報は、全てこの掲示板を通

してお知らせしますので必ず確認してください。 

 競技より優先される不慮の事故が発生した場合には、すみやかに最寄りの役員、あるいは大会本部に連絡してください。 

 荷物管理は各自の責任で行ってください。主管者側では盗難の責任を負いません。  

 参加者が不注意によって自分自身、あるいは他人に損害、損失、損傷を与えた場合は、参加者自身の責任によって処理し

てください。主管者側は一切責任を負いません。 

 参加者は自分の健康を第一に考え、絶対に無理をしないでください。 

 主管者側で傷害保険に入っておりますが、万一のために保険証を持参してください。 

 テレイン内及び会場内は飲酒禁止、火気厳禁、禁煙です。 

 会場内はきれいに使用してください。ゴミは各自で持ち帰るようお願いします。 

 会場内の備品を破損した場合は、弁償などを要求することがあります。 

 大会後、忘れ物に気づきましたら 3 月 16 日(日)までに問合せ先まで連絡してください。期日までに連絡の無いものは処分し

ます。 
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3. 競技情報 
3.1. テレインプロフィール 

本テレインは奈良県北東部、大和高原の南端に位置する標高 500～700ｍの地域であり、1988 年度および 1996 年度インカレリ

レーにて使用された範囲に含まれる地域である。地勢は起伏に富み、関西の多くのテレインで典型的に見られるような急峻な斜面

を随所に有し、概して大きな尾根や沢を備えた山塊からなるが、微地形が発達している部分も散見される。植生に関しては針葉樹、

広葉樹ともに見られるが、整備された林は少なく、特に生長した笹によって走行可能度や見通しが著しく低下しているエリアが分布

している。また、テレイン内には周辺の耕作地から伸びる簡易舗装や非舗装の道路および小道も発達している。 

 

3.2. テレインに関する情報 

 テレインには急峻な箇所が多く存在するため、靴はスパイク付きのものを推奨します。 

 笹の中に倒木などが存在する箇所があるため、レガース等の使用を推奨します。 

 残雪があったり、当日の天候によっては凍結の可能性があります。 

 猪等の野生動物が出没することがあります。十分に注意してください。 

 

3.3. クラス 

本大会で設けるクラスは以下のとおりです。 

 

3/8(土)クラス一覧 

クラス コース距離 登距離 

OAL 3.2km 280m 

OAM 2.5km 190m 

OAS 2.1km 135m 

OB 1.1km  50m 

N/G 1.1km  60m 

 

3/9(日)クラス一覧 

クラス コース距離 登距離 

ORL, OSL 2.9～3.0km 220～235m 

ORM, OSM 2.3～2.5km 200～220m 

N/G 1.0km 55m 

※ORL, ORM は 1 人あたりのコース距離です。 
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4. 大会当日の流れ 
4.1. 3月 8日(土) ミドル競技 

 

＜タイムテーブル＞ 

7：30    開場 

10：15    トップスタート 

11：45    スタート閉鎖 

13：15    フィニッシュ閉鎖 

12：40 ～  表彰式 

 

＜会場レイアウト＞ 

 
 

 

 

 体育館内には既設の男女別の更衣室があります。 

 グラウンドが手狭なため、貴重品を除く荷物はなるべく体育館に置いてください。体育館には役員が常駐していますが、荷物

の紛失、盗難等の責任は負いません。 

 グラウンドでのテントやタープの設置を禁止します。また、シートの設置は認めますが、お互いに譲り合ってください。 
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 体育館の出入口として、東出入口の他に、西出入口２カ所を開放します。こちらは、男女それぞれのトイレおよび更衣室に直

結しているため、男性は男性専用出入口を、女性は女性専用出入口を利用してください。 

 飲食はグラウンドの他、体育館内でも可能です。 

 本部、受付は体育館内に設置します。体育館の詳しいレイアウトは、当日、公式掲示板および体育館入り口に掲示します。 

 体育館東入り口前にて、炊き出しや飲料の販売を行ないます。是非、ご利用下さい。 

 トイレは、体育館にあるものの他、グラウンドに仮設トイレを設置します。その他のトイレは利用しないでください。 

 スタート地区と競技会場にアクティベートユニットを設置します。 

 ウォーミングアップエリアを競技中の選手が通ることがあります。ウォーミングアップ中の者は役員の指示に従い、選手の競技

に支障をきたさないようにしてください。 

 レイアウト図内の△で示された道は、ミドル、リレー両日とも、競技時間外に限って通行可能とし、競技時間中の観客の通行を

禁止します。大会当日は現地で交通整理を行う役員の指示に従ってください。 

 体育館以外の建物や、立ち入り禁止区域には立ち入らないでください。 

 ミドル、リレー両日とも、青少年野外活動センターを利用する他の団体があります。競技、観戦中を問わず、節度ある態度を

心がけてください。また、他の団体が大勢で会場周辺を移動することがあります。 

 

＜受付＞(7：30～10：00) 

 本大会は N, G クラスを除き、当日参加は受け付けません。 

 e-card をレンタルされる方は各自、自分の名前のつけられた e-card を e-card 置き場（受付脇）からお取り下さい。なお、e-card

は 2 日目の競技終了まで各自の責任にて管理していただくことになります。1 日目のみ参加の方は、競技終了後に e-card を

洗った上で受付までご返却ください。 

 バックアップラベルは、e-card 置き場から各自でお取りください。 

 コントロール位置説明は、事前に公表、配布いたしません。 

 代走の方は、必ず受付にて申告して下さい。なお、記録は代走者の正式記録扱いになります。申告せずに出走した場合に

は参考記録扱いとなりますので注意して下さい。 

 コンパスの貸し出しを希望される方は、受付にて貸し出しを行ないます。その際、保証金として 2000 円をお預かりします。競

技終了後、コンパス返却の際に返金いたします。なお数に限りがありますので先着順とさせていただきます。 

 My e-card を忘れた場合は、受付にて貸し出しを行います。その際、e-card レンタル代として 200 円頂きます。 

 

＜競技＞ 

○スタート（10：15～11：45） 

 スタート地区まで青白色テープ誘導 0.2km、徒歩 5 分以内です。 

 スタート地区から会場・ゴールへの防寒着などの輸送は行いません。 

 スタート地区閉鎖は 11:45 です。これ以降のスタートは認めません。 

 スタート地区の時計は、現在時刻を示しています。 

 自分のスタート時刻の 3 分前にスタートレーンに入ってください。レーンに入る前に、入口のアクティベートユニットに e-card を

セット(アクティベート)して、ユニットのランプが点滅することを確認してください。点滅しなかった場合は直ちに役員にお知ら

せください。 

 1 分毎に一つ前の枠へ進んでください。 

 スタート 1 分前に役員に e-card を提示し、再び e-card をアクティベートさせてください。 

 スタート 10 秒前に e-card をスタートユニットにはめ込み、スタートの合図と同時に e-card をユニットから離し、地図を受け取っ
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てスタートしてください。リフトアップスタートにより計時を行います。 

 スタートフラッグまでは赤白色テープ誘導です。スタートフラッグが地図上のスタート記号(△)の中心です。 

～遅刻した場合～ 

 遅刻者は遅刻者枠にて、出走クラス、正規スタート時刻、氏名を申告し、役員に e-card を提示してください。自分の地図を受

け取り、役員の指示に従ってスタートしてください。他の選手の都合により、すぐにスタートできない場合があります。 

 遅刻者の競技時間は、正規のスタート時刻にスタートしたものとして計算します。 

 正規スタート時刻から 15 分を超える遅刻の場合、出走は可能ですが失格扱いとなります。 

 

○競技（10：15～13：15） 

 競技時間は 90 分です。これを超過した場合は、失格となります。 

 e-card を所持していない選手は出走できません。 

 フィニッシュは 13:15 に閉鎖します。参加者はこの時間までに必ずフィニッシュを通過してください。自力でフィニッシュを通過

することが困難な場合も、何らかの方法で e-card をフィニッシュに提出してください。提出がない場合は未帰還者として捜索さ

れます。  

 借用した e-card を紛失・破損した場合は、弁償金（3,000 円）をいただきます。 

 地図上の立ち入り禁止区域には、絶対に立ち入らないでください。 

 テレイン内で怪我人を発見した場合は、競技より救護を優先してください。また、速やかに大会役員に連絡してください。 

 

○フィニッシュ（10:15～13:15） 

 会場とは別の場所にフィニッシュを設営します。 

 最終コントロールからフィニッシュまでは赤白色テープ誘導です。 

 パンチングフィニッシュです。フィニッシュのユニットにパンチした時点でフィニッシュとなります。 

 フィニッシュ後は、速やかに役員に e-card を提出してください。提出が出来ない場合は、失格となります。 

 e-card はその場で返却いたします。レンタル e-cardをご利用の場合、2 日とも大会参加される方は、翌日の競技終了まで各自

で e-card を管理してください。1 日目のみ参加の方は、会場の受付にて e-card を返却して下さい。 

 フィニッシュでは、苦情・お問い合わせ等は一切受け付けません。苦情・お問い合わせ等がございましたら本部にお越し下さ

い。 

 地図回収を行います。地図の返却は、2 日目の全クラスリスタート完了後に行います。1 日目のみ参加の方は、大会本部にて

個別に返却いたします。 

 会場までは紫白色テープ誘導です。 

 

＜表彰＞ 

 12：40 より表彰式を行います。 

 各クラス、男女それぞれ上位 3 名を表彰します。 
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4.2. 3月 9日(日) リレー競技・スプリント競技 

 

＜当日タイムテーブル＞ 

7：30       開場 

7：30 ～ 9：00   リレーオーダーシート提出 

8：40 ～ 8：55   地図置き場の確認 

9：00 ～ 9：10   デモンストレーション 

10：00       リレー競技・スプリント競技スタート 

13：00       リレーリスタート 

14：30       フィニッシュ閉鎖 

13：30 ～     表彰式 

 

＜会場レイアウト＞ 

 

 

 

・リレー競技開催日のみ、上図 A の区間を通路（一方通行）、観戦エリアとして開放します。グラウンドからこの A 区間に登る階段は

幅が極めて狭く危険なため、通行には十分注意してください。 

・上記以外の注意事項は 3/8 と同様です。 
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＜競技（リレー）＞ 

○地図置き場の確認（8：40～8：55） 

 この時間内に限り、自由に地図置き場を確認することが出来ます。ただし、地図には手を触れないでください。 

 同じチームの 2 走と 3 走の地図は同一の袋に入っています。 

 

○ナンバーカード 

 ナンバーカード及び安全ピンは各自で用意してください。 

 サイズは 18×25cm 以上とします。胸の見やすい位置に水平に安全ピンを 4 個で付けてください。 

 ナンバーカードにはスタートリストに記載されたチームナンバーと走順を見えやすいように大きく書いてください。3 走の方は

赤で書いてください。 

＜作成例＞ 

 

 

○オーダーシートの提出（7：30～9：00） 

リレーオーダーシートは、受付で配布しています。オーダー変更の有無に関わらず、全チーム必ず、最終的なオーダーを記したオ

ーダーシートを 9:00 までに受付に提出してください。 

 

○デモンストレーション（9：00～9：10） 

チェンジオーバーのデモンストレーションを行います。前走者の来る方向、レーンの位置、チェンジオーバーの方法、次走者の走

る方向などを確認してください。 

 

○競技（10：00～14：30） 

 競技終了は 14：30 です。この時間までには全ての選手が e-card をフィニッシュに提出して下さい。 

 e-card を所持していない選手は出走できません。 

 借用した e-card を紛失・破損した場合は弁償金（3,000 円）をいただきます。  

 地図上の立ち入り禁止区域には絶対に立ち入らないでください。 

 テレイン内で怪我人を見た場合は、速やかに役員に知らせてください。 

 

○1 走スタート（10：00） 

 スタート 10 分前になりましたら、リレー1 走の選手は 1 走スタート地区に集合してください。 

 役員の指示に従って整列してください。整列後、役員が地図を配布いたします。 

 遅刻した選手はスタートできません。 

チームナンバー      走順                                                                        

25cm以上 

18
cm

以
上
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 スタート後は赤白色テープ誘導に従い、スタートフラッグ（地図上の△）を通過してください。スタートフラッグを通過しなかった

場合は失格となります。 

 

○チェンジオーバー（～13：00） 

 前走者はスペクテーターズレーンを通過後、約 15 分でフィニッシュすると想定されます。会場内に姿が見えてからチェンジオ

ーバーまで、約 30 秒と予想されます。前走者接近情報は提供しませんので、次走者は前走者の帰還時刻を予想して準備を

してください。 

 一般の部次走者待機枠入口にスタートユニットを設置しますので、各自で e-card のアクティベートを行ってください。故障が

疑われる場合は、待機枠付近の役員に申し出て e-card の再発行を受けてください。 

 チェンジオーバーは前走者と次走者がタッチすることによって行われます。チェンジオーバーが正しく行われなかったと役員

が判断した場合は、そのチームは失格となります。 

 次走者が次走者待機枠にいない場合は、その場で役員に申し出て、指示に従い次走者を待ってください。チェンジオーバ

ーするまではフィニッシュできません。 

 チェンジオーバー後の次走者は、赤白色テープ誘導に従って地図置き場に行き、自分のナンバーカード番号が記載されて

いる地図を取ってください。他の選手の地図を取った場合は失格となります。また、地図置き場までの誘導は、途中、インカレ

選手権の部の誘導と合流するので注意してください。 

 自分の地図が無い場合は地図置き場付近の役員に申し出てください。 

 地図を取った後は、更に赤白色テープ誘導に従って進み、スタートフラッグ（地図上の△）を通過してください。スタートフラッ

グを通過しなかった場合は失格となります。 

 

○リスタート(13：00) 

 13：00 までにチェンジオーバーができなかった選手は、リスタートとなります。リスタート時刻の10分前になりましたら、次走者

待機枠に集まってください。リスタートを希望されない場合には、次走者待機枠の役員に申し出てください。 

 次走者待機枠集合後も、リスタート時刻までチェンジオーバー可能です。 

 

○フィニッシュ（～14：30） 

 フィニッシュ閉鎖は14：30 です。この時間までに必ずフィニッシュして下さい。 

 最終コントロールからフィニッシュまでは赤白色テープ誘導です。 

 パンチングフィニッシュです。フィニッシュレーン内にコントロールユニットが設置されていますのでパンチして下さい。パンチ

した時刻が競技終了時刻になります。 

 フィニッシュ後は追い越し禁止です。 

 13：00までは地図回収を行ないます。回収した地図の返却は体育館にて行なう予定です。 

 フィニッシュでは、苦情・お問い合わせ等は一切受け付けません。苦情・お問い合わせ等がございましたら本部にお越し下さ

い。 

 フィニッシュではe-cardの回収は行ないません。レンタルe-cardをご利用の場合は、各自で洗ってから受付までご返却くださ

い。 

 

＜競技（スプリント）＞ 

○スタート（10：00） 

 スタート 10 分前になりましたら、スプリント参加選手はスタート地区に集合してください。 
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 役員の指示に従って整列してください。整列後、役員が地図を配布いたします。 

 遅刻した選手はスタートできません。 

 

○競技・フィニッシュ（10：00～14：30） 

 スプリントフィニッシュ閉鎖は14：30 です。この時間までに必ずフィニッシュして下さい。 

 フィニッシュではe-cardの回収は行ないません。レンタルe-cardをご利用の場合は、各自で洗ってから受付までご返却くださ

い。 

 その他、競技・フィニッシュの注意事項はリレー競技に準じます。 

 

＜表彰＞ 

 13：30 より表彰式を行います。 

 リレーの各クラス上位 3 チームおよびスプリントの各コース上位 3 名を表彰します。 

 

＜地図販売・配布について＞ 

 全クラスのリスタート終了後、受付にて地図販売および日本学連賛助会員への地図配布を行います。 

 販売する地図は、モデルイベント、ミドル・リレーのコース図、全コントロール図です。 

 日本学連賛助会員には、希望のコース図をミドル・リレー各 1 枚無料で配布する予定です。なお、枚数に限りがありますので、

希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。 
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5. N・Gクラスについて 
＜当日タイムテーブル＞ 

【3 月 8 日】 

7：30 開場 

10：00 受付締め切り 

10：30 初心者説明 

13：00 ゴール閉鎖 

【3 月 9 日】 

7：30 開場 

10：00 受付締め切り 

10：30 初心者説明 

13：00 ゴール閉鎖 

 

＜3/8 会場レイアウト＞ 

 

 

 

＜3/9 会場レイアウト＞ 
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＜受付＞ 

 事前申込み、当日申込みに関わらず、両日ともに 10：00 までに受付(体育館内)にお越し下さい。 

 事前申込みの方には、コントロールカードをお渡しいたします。 

 当日申込みの方は参加申込書を記入し、参加費とともに受付にご提出ください。受付後、コントロールカードをお渡しいたし

ます。当日参加の参加費は 500 円です。 

 コンパス(方位磁針)の貸し出しを希望される方は、受付にて貸し出しを行ないます。その際、保証金として 2000 円をお預かり

します。競技終了後、コンパス返却の際に返金いたします。なお数に限りがありますので先着順とさせていただきます。 

 

＜初心者説明＞ 

初めてオリエンテーリングをされる方を対象に、初心者説明を行います。両日ともに 10：30 になりましたら、受付にお集まりください。

説明は 10 分程度です。 

 

＜スタート＞ 

 運動できる格好でコンパスとコントロールカードを持って、受付までお越しください。 

 スタート地区にて役員がスタート時刻を決定いたします。 

 スタート時刻になりましたら、役員から地図を受け取って競技を開始して下さい。 

 

＜競技＞ 

 地図に表記されている順番通りに全てのコントロールを回ってください。 

 各コントロールにはパンチが設置してあります。コントロールカードの所定欄にパンチによる記印を行ってください。誤った欄

に記印してしまった場合には、予備欄に記印してください。 

 

＜ゴール＞ 

 全てのコントロールを回りましたら、ゴールに向かってください。 

 途中で競技をやめる場合にも、必ずゴールを通過してください。ゴールを通過しないと、捜索の対象になる可能性がありま

す。 

 

＜表彰＞ 

完走された方には、受付にて『完走認定証』をお渡しいたします。 
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6. お問合せ先 
併設大会担当者：馬場 政志 

℡ : 090-1909-7402   e-mail : ic2007_h●yahoo.co.jp（●→＠） 

（お問い合わせは、できる限り e-mail でお願いします。ただし、3 月 6 日(木)以降は現地入りしますので、携帯電話までお問い合わ

せください） 

 


