
パークＯツアー in 関西 2018 奈良大会 
（JOA 公認 カテゴリS） 要項ver 2.0 

 

開催日 2019年2月16日(土)雨天決行 

開催地 奈良県北葛城郡馬見丘陵公園 

集合地 馬見丘陵公園公園館 

競技形態 ポイントオリエンテーリング競技 

    ミドルディスタンス競技 

    ミドル競技後、スコアＯを実施 

主 催 奈良県オリエンテーリング協会 

協 賛 ダイドードリンコ株式会社 
 

実行委員長 緒方  賢史（奈良県協会） 

競技責任者 筒井  通子（奈良県協会） 

競 技 副 責 任 者 近藤 あゆみ（奈良女OLC） 

運営責任者 吉原  幸輝（大阪大OLC） 

コースプランナー 小笠原  萌（奈良女OLC） 

イベントアドバイザー 楠見  耕介（和歌山県協会） 

問 合 せ 先 nara.orienteering(at)gmail.com 

      y.kk.orien(at)gmail.com 

 

交通手段 
１ 公共交通機関 

・近鉄田原本線「池部」駅より緑道北口 

徒歩30分（2.4km） 

・近鉄大阪線「五位堂」駅より奈良交通バスで16

分「馬見丘陵公園」下車すぐ 

２ 自家用車 

・西名阪自動車道 

「法隆寺IC」より約5km（12分） 

「香芝IC」より約6km（15分） 

競技情報 
１ 受付 

10:00～11:00 

２ ミドルディスタンス競技（公認S） 

スタート開始時刻11:00（予定） 

３ スコアＯ競技 

スタート開始時刻14:30（予定） 

４ 使用地図 

「馬見丘陵公園」 

縮尺1:4,000 等高線間隔2m 

走行度5段階表示  

地図図式 JSSOM2007準拠 

2014年作成、2018年修正 

５ 通過証明・計時方式 

emit社製電子パンチングシステム(e-card)使用 

６ コース情報 

主要クラスは２マップ。一部クラスは５km超。 

７ テレイン状況 

本テレインは馬見古墳群の一部であり、比高

15m前後の古墳群と、複数の池から構成されてい

ます。舗装路や見通しの良いオープンエリアが多

く、丘陵を駆け抜ける登坂力が求められます。 

また、一部には細い通路や立体交差、通行不能

の柵、花壇、生垣などによって構成されたエリア

も有しており、細やかな読図能力やルートファイ

ンディング能力も問われるでしょう。 

８ テレインクローズ 

競技の公正を期すため、本大会に参加を予定し

ている人は、本大会までの期間、オリエンテーリ

ング目的で馬見丘陵公園に立ち入ることを禁止し

ます。 

９ 表彰 

ミドル競技では、各クラス上位3名を表彰しま

す。パークＯツアーin関西2018の最終戦にあた

りますので、年間表彰も行います。 

10 服装・用具に関する情報 

本大会では、ピン付きシューズの使用を禁止し

ます。 

11 トレーニングに関する情報 

本大会ではトレーニングコースを設けません。 

本大会の翌日、大阪府枚方市でウェスタンカッ

プリレー大会が開催されます。 

12 初心者教室 

希望される方は、事前申し込みの際、お知らせ

ください。 



クラス 

１ 公認ミドルディスタンス競技 

クラス 対象 優勝設定 経験 

MA 無制限 25分 

上級者 

M35 35歳以上 25分 

M50 50歳以上 25分 

M65 65歳以上 25分 

M75 75歳以上 25分 

M15 15歳以下 25分 

WA 無制限 25分 

W35 35歳以上 25分 

W50 50歳以上 25分 

W65 65歳以上 25分 

W75 75歳以上 25分 

W15 15歳以下 25分 

MB 無制限 25分 
中級者 

WB 無制限 25分 

OA 無制限 25分 上級者 

OB 無制限 25分 中級者 

N 無制限 25分 
初心者 

G 無制限 25分 

・対象年齢は、2018年度内に達する年齢です。 

・Mは男子、Wは女子クラスです。Mクラスへの

女子の出場は認めますが、Wクラスへの男子の

参加はできません。 

・上記MA～W15までのクラスは、パークＯツア

ー対象クラスであり、これらのクラスへの参加

には、競技者登録が必要です。また、当該クラ

スへの当日申し込みはできません。 

・MB・WBクラスも当日申し込みはできません。 

・OA・OB・N・GクラスはJOA公認大会公式記

録、JOA年齢別ランキング、パークＯツアーin

関西年間表彰のポイント対象、および選手権大

会への権利取得とはなりません。 

・JOA競技者登録の手続きは、大会前月20日ま

でに、各都道府県オリエンテーリング協会を通

じて行ってください。 

２ スコア競技 

競技時間15分（参加者が多い場合は、スタート

時刻を分けることがあります） 

 

参加費 

１ 公認ミドルディスタンス競技 

クラス 区分 参加費 
年間申込者
参加費 mycard割引 

事前

申込 

一般 2,500円 1,500円 
300円引き 

学生 2,000円 1,000円 

高校生以下  500円 無料 
なし 

招待者 500円 

OA 

OB 

一般 

学生 
2,500円 

 
使用不可 

高校生以下  500円 

N・G すべて  500円 なし 

・一般の参加費はJOA会員支援費500円を含みま

す。ご協力よろしくお願いします。 

・プログラム・成績表の郵送は、別途それぞれ

300円をいただきます。 

・Gクラスは、1グループにつき地図は1枚配布で

す。追加の場合は、地図1枚につき200円を徴

収させていただきます。 

・年間申込者または招待選手（前年度パークＯツ

アーin関西優勝者）も、事前申し込みが必要で

す。上記参加費を振り込んでください。 

・お振込みいただいた参加費は、大会中止等、い

かなる理由があっても返金できません。予めご

了承ください。 

２ スコア競技 

300円 

 

 

 

 

 

 



申し込み方法 
１ Japan-O-entrY(JOY)システム 

下記のURLにアクセスし、JOYシステムの指示

に従って、申し込みと参加費の振り込みを行って

ください（※クレジットカード使用可）。 

 https://japan-o-entry.com/  

２ メールと口座振り込み 

参加費を下記口座に振り込んだ後、webサイト

よりエクセルシートをダウンロードし、必要事項

を入力して、申し込み先にメールで添付ファイル

を送付してください。 

３ 大会会場での申し込み（予定） 

12月16日 関西学連ミドルセレ（三重） 

12月23日 朱雀OKミドル大会（滋賀） 

1月3日   KOLA新春大会（大阪） 

４ 申し込み期間 

12月5日(水)～2月1日(金) 
２月１日(金)必着とします。 

 

注意事項 
・大会中テレイン内には、一般の利用者がいま

す。競技中に接触事故などが起こらないよう

に、十分注意してください。また、一般の利用

者の通行を妨げないように心がけてください。

万一事故が発生した場合は、必ず本部へ報告し

てください。 

・競技地図に表記されている立入禁止区域や通行

禁止ルートには、絶対に入らないでください。

立入りが判明した場合は、失格となります。 

・ピン付きシューズの使用を禁止します。また、

公序良俗に反するような服装で出走することは

できません。 

・本大会は、日本アンチ・ドーピング規定に基づ

く、ドーピング・コントロール対象大会です。 

・本大会ではスポーツ傷害保険に加入しています

が、補償額には限度があります。ケガ等には十

分注意して、参加してください。また大会への

参加は、自分自身の健康を十分に考え、絶対に

無理をしないようにお願いします。 

・テレイン内には救護所は設けません。負傷者の

手当は、本部にて行います。また参加者は、競

技よりも負傷者の救護を優先してください。 

・雨天でも大会は実施しますが、荒天の場合は、

大会を中止することがあります。その際は、メ

ールなどで迅速に通知いたします。大会が中止

された場合でも、参加費の返却は致しかねま

す。ご了承をお願いします。 

・大会プログラムは、大会1週間前までに公式

webサイトに公開いたします。 

・参加者の個人情報は、本大会運営以外には使用

いたしません。ただし主催者が大会中に撮影し

た画像などを、大会報告や今後の広報活動に利

用させていただくことがあります。ご了承くだ

さい。 

・本大会は、少人数で運営しています。円滑な運

営のため、参加者の皆様のご協力を、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

問合せ先 
メールでのお問い合わせをお願いします。 

(at)を@に代えてください 

・奈良県オリエンテーリング協会 

nara.orienteering(at)gmail.com 

・運営責任者（吉原幸輝） 

y.kk.orien(at)gmail.com 

ゆうちょ銀行：〇九九店 

当座：0282818 

奈良県オリエンテーリング協会 

 

郵便振替：00980-1-282818 

加入者名：  

申込アドレス 

nara.ol.entry@gmail.com 

 

webサイト 

 

 



パークＯツアー in 関西 2018 奈良大会 参加申込書 
 

ふりがな  生年月日 年  月  日 年齢     歳 

氏名  所属  性別 男 ・ 女 

参加クラス  参加区分 一般 ・ 大学生 ・ その他（    ） 

電話  
緊急 

連絡先 
 続柄  

メールア

ドレス 
 

競技者 

登録番号 
－     － 

住所 

〒 

Eカード マイカード ・ レンタル 
マイカー

ド番号 
 

午後 

スコア 
〇 ・ × 

参加費 円 
プログラ

ム郵送 
〇 ・ × 

成績表

郵送 
〇 ・ × 

 


