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ミドルディスタンス競技大会関西地区代表選手選考会
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主催
関西学生 OL 連盟
主管
2004 年度日本学生オリエンテーリング選手権ミドルディスタンス競技大会
関西地区代表選手選考会実行委員会(関西学生 OL 連盟諮問委員会他)
大会実行委員長：永田 秀樹（京都大学 OB、諮問委員）
コースプランナー：小野田 剛太（京都大学、免除対象者）
※当日申し込みは全クラスについて行いません。

【交通】
※いずれの交通手段でも 11:00 までに会場までお越しください。万一これに間に合わなかった場合
は失格となることがあります。
①近鉄奈良線富雄駅からバス：
奈良交通バス「傍示」行きで約 40 分、「傍示」下車紫色テープ誘導徒歩約 10 分。
【バス発車時刻】
2 番乗り場／53 系統「傍示」行き／運賃 570 円
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②京阪電鉄交野線私市駅から徒歩約 60 分、下記の地図を参照してください。
道がわかりにくいですが、万が一、競技エリアに入ってしまった場合、失格となることもあります。で
きるだけ、道のわかる人と一緒に来場するようにしてください。
③自家用車
○大阪（市内、南部）・奈良方面から：国道 163 号線生駒・高山大橋交差点を富雄川沿いに北へ 10
分（「くろんど池」の行先案内標識に従ってください）
○大阪（北部）方面から：国道 1 号線枚方・池之宮北交差点から 30 分（国道 307 号線を田辺方面
へ、穂谷口（関西外大の看板）を右へ）
○京都方面から：第二京阪道・枚方東インターから 20 分（国道 307 号線を田辺方面へ、穂谷口
（関西外大の看板）を右へ）。
会場には駐車場がありますが駐車可能台数に限りがありますので、なるべく乗り合わせてご来場く
ださい。

【会場】
会場レイアウト

・ 会場以外の建物やグラウンドには立ち入らないで下さい。
・ 会場、会場周辺、及びテレイン内は火器類の持ち込み厳禁、禁煙です。
・ 会場内へ競技エリアの地図（「黒添池 Ver．2」「黒添池 Ver．3」など）を持ち込むことを禁止します。
（道路地図は持ち込み可）
・ 会場内には泥のついたシューズ等をそのまま持ち込まないでください。会場の入り口にて配布す
るビニール袋をご利用ください。
・ 体育館内は飲食禁止です。飲食はレストルームか屋外の飲食可能エリアでお願いします。
・ レストルームに飲料の自動販売機がございます。
・ くろんど荘への買い出しは 14 時以降なら可能としますが、それ以前は禁止します。
・ 貴重品は各自で保管してください。紛失・盗難等につきましては、主催者側は一切責任を負いま
せん。

・ トイレは屋内に一ヶ所、屋外に二ヶ所ありますが、混雑が予想されます。できるだけ事前に済ま
せてから、お越しください。尚、屋外のトイレは、レイアウト図にある二ヶ所以外は使用しないで下
さい。
・ ごみは各自でお持ち帰りください。

【競技情報】
競技形式
ポイントオリエンテーリング（クラシック競技・ＪＯＡ実施規則に準拠）
競技には E-card を使用します。
地図
『黒添池 Ver.3』（2002 年 12 月大阪オリエンテーリングクラブ作成）
縮尺 1:10,000・等高線間隔 5m・走行可能度 4 段階表示・A4 横・5 色刷
※コースは地図に印刷済。地図はビニール袋に封入済。
テレインプロフィールおよびコースプロフィール
今回使用するテレインはハイキングコースとして広く使われており、多くの道が存在する。テレイン内
には岩が多く滑りやすい箇所も存在するため注意が必要である。植生は多くが広葉樹であり、一部
には竹林も存在する。斜面は概して急である。コースはまとまった登りもあるが、総じてスピードの出
せるコースである。基礎的な能力が問われることになるだろう。
コース
MS/MO：距離 2440m、登距離 185m、優勝予想時間 25 分
WS/WO：距離 1820m、登距離 150m、優勝予想時間 25 分
※コース距離、登距離については都合により変更することがあります。あらかじめご了承ください。
コントロール位置説明
全クラス IOF 記号を使用。
救護所・給水所
救護所および給水所は設けません。
競技時間
60 分とします。これを超えた場合、競技の公平性の点から失格となります。
テープ誘導一覧
バス停−会場
会場−スタート
競技中
ゴール−会場

【当日の流れ】
開場時刻

9:30

紫 10 分
青白 15 分
赤白
紫

受付 9:30〜11:00
あらかじめ各参加者のクラス、スタート時刻、氏名を明記したＥカードを会場内の配布所に置いてお
きますので、各自Ｅカードとディスクリプション（コントロール位置説明）をお受け取りください。
スタート 11:00〜13:00
＜スタートまで＞
スタートまでは青白テープ誘導、徒歩約 15 分です。
E カードのない方は出走できません。忘れずにお持ちください。
＜スタート形式＞
３分前：スタート地点の時計は実際の時刻を表示しています。自分のスタート時刻の 3 分前になり
ましたら、所定の枠にお入りください。
２分前：ひとつ前の枠にお入りください。
１分前：ひとつ前の枠にお入りください。ここでEカードを確認させていただきます。係員の指示に従
ってスタートユニットにE カードをはめてください。
スタート：スタートチャイマーの合図と同時に、E カードをユニットからはずし、地図を取ってスタート
してください。
・ スタートからスタートフラッグまでは赤白テープ誘導です。
・ スタートフラッグは地図上の△地点となっております。
・ スタート時刻に遅れてスタート地区に到着された方は、係員に申し出てください。正規にスタート
する方に影響を与えないような時刻にスタートしていただきますので、必ず係員の指示に従ってく
ださい。なお、遅刻した場合でも、タイムは正規のスタート時刻から計時されます。
・ スタート閉鎖時刻は 13 時です。それ以降のスタートはできませんので、ご注意ください。
競技上の注意
・ テレイン内にサバイバルゲームの団体の基地がありますが、地図には表記されていません。くれ
ぐれも壊さないようにお願いします。
・ 競技情報の変更及び注意事項は当日公式掲示板に掲載いたします。必ずご確認ください。
・ 当日は寒くなることも予想されますが、ウィンブレ搬送等は行いません。
ゴール
・ 最終コントロールからゴールまでは、赤白テープ誘導です。
・ ゴールはパンチングフィニッシュです。パンチした時点で競技終了となります。
・ パンチングフィニッシュ後、係員の指示があるまでは、先にゴールした選手を追いこさないでくだ
さい。
・ ゴールでは苦情、問い合わせ等は一切受け付けません。苦情、問い合わせ等がございましたら
本部にお申し出ください。尚、回答は文書にて公式掲示板に掲示します。
・ ゴールから会場までは紫テープ誘導です。
ゴール閉鎖 14：00
14：00 にゴールを閉鎖し、撤収を開始いたします。競技が終了していなくても、この時間までには必
ずゴールを通過してください。これ以降の計時は行いません。
※ 途中棄権される場合でも、ゴールは必ず通過してください。通過しなかった場合、未帰還者として
警察に通報され捜索されます。

※ やむを得ない事情でゴールを通過できない場合は、本部に E カードを提出してください。
※ 万一未帰還者のある場合は、未帰還者の所属する団体の方に捜索していただくことがあります。
速報
競技終了後、随時速報を会場に掲示します。なお遅刻者の成績の扱いについては、正規のスタート
時刻からの掲示として処理させていただきます。
地図・成績表販売
成績表は、後日ホームページ上で公開します。紙版成績表の発行は行いませんので、予めご了承く
ださい。
欠席者地図について
欠席者の地図は当日のみ、受付にて 13 時以降お渡しいたします。後日郵送等はいたしませんので、
ご了承ください。
注意事項
・ E-card を紛失された場合 3000 円の賠償金をもらい受けます。尚、この際は失格となります。
・ 大会期間中に参加者が自分自身、第三者に対して与えた損害、損失については主催者、主管
者は一切責任を負いません。
・ 傷害保険には加入しますが、補償には限度があります。
・ 会場およびテレイン内は火気厳禁です。
・ ゴミは各自でお持ち帰りください。
・ 私有地内には絶対に立ち入らないで下さい。
・ 会場周辺は閑静な住宅街ですので、通行の際は大声などを出さず、静かにお願いします。
※その他ご不明な点は以下の問い合わせ先までご連絡ください。
問合せ先
永田 秀樹

E-mail：hideki@kyoto-st.net

