
2008 年度　日本学生オリエンテーリング選手権大会

ロングディスタンス競技部門関西地区代表選考会　プログラム

■　主催　　　　関西学生オリエンテーリング連盟

■　主管　　　　2008 年度日本学生オリエンテーリング選手権ロングディスタンス競技部門

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)

　　　　　･実行委員長/コースプランナー　 稲垣　孝宣（京都大学諮問委員）

　　　　　･運営責任者                 　　　　　 稲田　元樹(立命館大学諮問委員)　

　　　　　･競技責任者                  　　　　　西尾　和也(京都大学 OB)

■　実行委員長挨拶

このたびは２００８年度関西学連ロングセレにご参加いただき、誠にありがとうございます。

今回は、皆様の記憶に新しい２００７年度のインカレミドル＆リレーの行われた「大和高原都祁」で

行われます。学生のみなさんにとりましては今年は男女ともに通過枠が少ないため、非常に厳し

いセレクションになってしまいました。日頃の練習の成果を最大限に発揮し、春インカレの時に負

けない名勝負が見られることを期待してやみません。

 最後になりましたが、本大会の開催にご協力いただきました皆様に篤く御礼を申し上げます。 

２００８年度日本学生オリエンテーリング選手権大会

ロングディスタンス競技部門・関西地区代表選手選考会実行委員長　稲垣孝宣 

■　日時　　　　6 月 22 日(日)　(雨天決行、荒天中止)

■　場所　　　　奈良県奈良市･桜井市

■　会場　　　　奈良県立野外活動センター

■　競技形式　ポイント OL（ロング・ディスタンス競技、ロングセレ実施基準に準拠）

　　　　　　　　　 競技には E-card を使用予定

■　地図　　　　｢大和高原都祁｣　 ･2007 年度インカレ実行委員会作成

　　　　　　　　　 ･縮尺　1:10000　･等高線感覚　5m ･走行可能度 4 段階表示

　　　　　　　　　 ･コントロール位置説明　IOF記号を用います。(Fクラスは日本語表記)



■ コースプロフィール

ロング競技においては、体力的要求が高い。今回は、テレインの性質もあいまって、タフなコース

となっている。特に女子コースにおいては、最近の愛知のインカレロングのアップ率よりも厳しいに

も関わらず、コース距離はその約 7・8割という非常にタフなコースとなっている。 一方、難易度は

そう高くはない。全体的に平易なコースとなっており、基本的なナビゲーション能力を問うものとな

っている。とは言うものの、正確なアタックを課題に含むテクニカルなレッグ、ヤブ・斜面等の処理

を課題に含むレッグ等もあるために、ミスをする人は少なくないようにも思われる。よって、ミスをい

かに抑えるか、また、ミスをしても諦めずに、最後まで集中力を切らさず、走りきることが求められ

よう。 また、特に男子コースにおいて、ルートが大きく分かれると思われるレッグも複数ある。しか

し、ベストルートを見つけられたかということではなく、

自分の選択したルートに自信を持って辿れるか、ということで差がつくと思われる。 

■ コース
クラス 距離 登距離 優勝予想時間

MS/MO 4800m 480m 80分

WS/WO 3700m 360m 75分

F 2000m 　 40分

･コース距離、登距離など都合により変更になる場合があります。

　変更の際には当日の公式掲示板にてお知らせします。

・優勝予想時間はMS及びWSのものです。

■　コントロール位置説明

MS/MO,WS/WO クラスには IOF記号を使用。Fクラスには日本語併記。

■　救護所･給水

MS/MO、WS/WO クラスにはコース中に救護所を設置しております。またMS/MO クラスには給水

ポストも設置しております。

■　競技時間

競技時間はMS,WSは 3時間、MO,WO は 2 時間となっております。

■　交通

□　公共交通機関の場合



近鉄大阪線榛原駅北口 2番乗り場より奈良交通バス｢針インター｣行き約 15分、｢吐山｣で下車徒

歩約 13分です。

・鶴橋方面から近鉄を利用

鶴橋発 　 大和八木発 　 榛原着 バス停

6:45 　準急 　 7:58 　

7:11 　特急 　 7:48 8:20

7:17 　快速急行 　 8:03 　

7:37 　急行 　 8:23 　

7:55 　急行 8:47 　

8:06 特急 8:34 急行 8:47 9:12

8:13 　特急 　 8:50 　

8:17 急行　 　 9:05 　

8:37 区間快速急行　 　 9:24 　

8:53 特急 9:23 準急 9:44 10:12

･京都方面から近鉄を利用

京都発 　 大和八木

発

　 榛原着 バス停

6:35 急行 7:38 特急 7:48 8:20

6:35 急行 7:40 準急 7:58 　

6:55 急行 8:10 急行 8:23 　

7:15 特急 8:10 急行 8:23 　

7:18 急行 8:23 準急 8:45 9:12

7:40 特急 8:34 急行 8:47 　

7:41 急行 8:52 急行 9:05 　

8:15 特急 9:11 区間快速急行 9:24 10:12

8:16 急行 9:23 準急 9:44 　

□　自家用車の場合

車で参加される方は第 2駐車場(野外活動センター入り口正面)をご利用ください。

駐車場の広さが限られているため、出来る限り相乗りでお越しくださるようお願いします。

■ 当日の流れ

□ 開場時刻

9:00



■　受付時刻

9:00～10:00

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（My E カード利用者はバック

アップラベルのみ） を会場内の配布所に置いておきます。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。 

■　スタート開始時刻

10:00

会場からスタートまでは青白テープ誘導で約 1km で徒歩 15分です。

E カードの無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：一つ前の枠にお入りください。

１分前：一つ前の枠にお入りください。ここで係員のチェックを受けてください。

その後、10秒前になりましたらE カードをユニットにはめてお待ちください。

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。E-card をユニットから離した瞬間から計時が開始されます。

・ 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枠に到着された方は、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、セレの正式記録では原則失格とします。ただし、

電車の遅延等やむを得ない事情がある場合は考慮します。

・ スタート閉鎖時刻は12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。

■ 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終了後、係員の指示があるまでは、先にゴールした選手を追い越さ

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。



・ ゴール後、競技の公平性のため地図を回収します。ご協力ください。すべての参加者のス

タートが終了し次第、受付にて返却いたします。

■ 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

索されることがあります。� 借りたE カードは必ず返却して下さい。

・ 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、参考記録とし

て正規のスタート時間からの計時として処理させていただきます。__

■ 選考人数

本大会において、MSクラスの上位 4人、WSクラスの上位3人及び推薦によって選ばれた男女各

1 名がインカレロング選手権クラスへの出場権を獲得することができます。

■ 注意事項

・ 当日、近隣住民の方がテレイン内で草刈りを行っております。住民の方の迷惑にならないようご

注意ください。

・ 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。

・ 怪我などで動けない人をテレイン内で発見され場合、救護を優先し運営者に連絡して下さい。

・ E カードを紛失された場合3000 円の賠償金をいただきます。尚、この場合は失格となりま

す。

・ 大会期間中に参加者が自分自身、もしくは第三者に対して与えた損害、損失については

主催者・主管者共に、一切の責任を負いません。

・ 損害保険には加入しますが、保障には限度があります。健康状態を考え、決して無理を

なさらないで下さい。

・ 私有地内には絶対に立ち入らないでください。

・ 路上駐車はおやめください。

・ 各大学の学生の方々は、ポスト撤収・会場後片付け等にご協力をお願いします。



■連絡先

ご不明な点など質問は以下の問い合わせ先までご連絡ください。

稲田　元樹　ci001046■is.ritsumei.ac.jp(■を@に変更してください。


