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1. 実行委員長挨拶 

 

 空は深く澄み渡り、さわやかな季節となりました。この度は、平成 26 年度関西学連第二回定例戦

にご参加いただき、誠にありがとうございます。 

 今回の大会は、滋賀県蒲生郡竜王町の希望ヶ丘での開催となります。平成 23 年度にはインカレミ

ドル&リレーが行われ、多くの学生が熱い戦いを繰り広げた場でもあります。本大会参加者の皆様に

は、互いに競い合い、そして応援し合い、大会を楽しんでいただければ幸いです。また、今回は新

人戦も兼ねられているということで、新人の皆さんにはこれまでの成果を存分に発揮していただき

たいと思います。運営者一同、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。 

 最後になりましたが、本大会開催にあたり、ご理解、ご協力をいただきましたすべての方々に、

この場をお借りしまして心より感謝申し上げます。 

実行委員長 下川千晴 

2. 概要 

 

開催日時  2014 年 10 月 26 日（日） 雨天決行、荒天中止 

 

主催    関西学生オリエンテーリング連盟 

  

主管    大阪大学オリエンテーリングクラブ 

奈良女子大学オリエンテーリングクラブ 

神戸大学オリエンテーリングクラブ 

  

大会役員  実行委員長：下川千晴（奈良女子大学 2012 年度入学） 

        運営責任者：伊藤悠葵（大阪大学 2012 年度入学） 

         競技責任者：岡部晋佑（大阪大学 2012 年度入学） 

        コースプランナー：岡部晋佑（大阪大学 2012 年度入学） 

        イベントアドバイザー：寺田啓介（京都大学 2009 年度入学） 

 

場所    滋賀県蒲生郡竜王町 希望ヶ丘 

 

会場    青年の城 多目的広場 
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3. 交通案内 

 

【自家用車でご来場の場合】 

名神高速道路 竜王インターチェンジより約 3km、5 分程度かかります。（地図参照）希望ヶ丘文化

公園東ゲートからお越しください。「希望が丘文化公園東ゲート駐車場」をご利用ください。十分な

駐車スペースがあります。駐車場から会場までの誘導はありません。普通車・軽自動車の駐車料金

は 500 円/日です。 

 

【公共交通機関でご来場の場合】 

   JR 琵琶湖線野洲駅、もしくは近江八幡駅よりバスをご利用していただきます。 

① JR 野洲駅から希望ヶ丘西ゲートバス停にいらっしゃる場合 

近江鉄道バス花緑公園行、もしくは村田製作所行にのり希望ヶ丘西ゲート下車徒歩 4 ㎞。片道

300 円です。競技エリアを横断するため希望ヶ丘文化公園開園時刻から競技エリア封鎖時刻まで

の以下のバスへの乗車と公園中央の舗装道（下記）通行のみを認めます。10 時までに必ず会場

に到着してください。誘導などは特にはありません。 

 

野洲駅発花緑公園行・村田製作所行き近江鉄道バス時刻表 

 

 

 

西ゲートバス停から会場まで徒歩でのルート 

 

② JR 野洲駅から三井アウトレットパークバス停にいらっしゃる場合 

近江鉄道バス三井アウトレットパーク行に乗り終点下車徒歩 3 ㎞。片道 460 円です。東ゲート

よりお入りください。三井アウトレットパークからの誘導はありません。 

 

野洲駅 8:21 8:35 8:57 

希望ヶ丘西ゲート 8:30 8:45 9:06 
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野洲駅発三井アウトレットパーク行近江鉄道バス時刻表 

野洲駅 7:50 8:05 8:20 8:40 10:05 10:35 

三井アウトレットパー

ク 
8:30 8:40 8:55 9:15 10:35 11:05 

 

③  JR 近江八幡駅から三井アウトレットパークバス停にいらっしゃる場合 

近江鉄道バス三井アウトレットパーク行に乗り終点下車徒歩 3 ㎞。片道 510 円です。東ゲート

よりお入りください。 

近江八幡駅発三井アウトレットパーク行近江鉄道バス時刻表 

近江八幡駅 7:51 8:45 9:15 10:20 

三井アウトレットパーク 8:26 9:20 9:50 10:50 

 

竜王 IC・三井アウトレットパーク方面からの車、バスでのルート 
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4. 会場配置図 

晴天時の会場は希望ヶ丘文化公園内の多目的広場です。 

会場・駐車場・建物以外は立ち入り禁止です。 
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5. 当日の流れ 

8：30  公園開園 

9：00  大会受付開始 

10：00 希望ヶ丘西ゲートからの舗装道封鎖 

10：10 フィニッシュについてのデモンストレーション 

10：30 トップスタート・受付終了 

11：00 大会受付終了 

12：30 スタート閉鎖・地図販売開始 

13：30 表彰 

14：30 ゴール閉鎖 

15：30 会場閉鎖 

6. 受付 

【事前申し込みの方】 

特に不備のない方は受付を通る必要はありません。レンタル E カード使用の方は E カードとバック

アップラベル、マイ E カード使用の方はバックアップラベルをお取りください。 
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【当日申し込みの方】 

当日申し込みの方は受付が必要です。会場にて申し込み用紙に必要事項を記入の上、以下の参加費

をお支払いください。スタート時刻を記入したバックアップラベルと E カードをお受け取りくださ

い。当日申し込みでの出走には数の限りがありますのでご注意ください。 

 

【当日申込み料金】 

  当日申し込み 

学生新人 2０00 

学生旧人 2500 

一般 3０00 

日本学連賛助会員 2５00 

N.G,B クラス 1５00 

 G クラスの地図は１チームにつき１枚です。追加の地図は一枚 500円となります。当日受付にお申し付け

ください。 

 成績表郵送希望の方はそれぞれ＋200円です。必要な方は別途連絡をお願い致します。 

 レンタル E-cardを破損・紛失された場合、弁償金 3,000円を頂きます。 

 

【初心者説明】 

初心者に対する説明、質問受けは随時受付でお受けいたしますがなるべくクラブ内でしていただき 

ますようお願いいたします。 

 

【コンパス貸し出し】 

希望者にはコンパスの貸し出し（無料）を行います。保証金 3000 円を一度お預かりいたします。 

 

【ゼッケン販売について】 

受付で数に非常に限りはございますがゼッケン・安全ピンの販売を行います。 

 

【地図販売について】 

12 時 30 分より地図販売を行います。 

 

【救護所について】 

受付にて救護を致します。必要な方はお申し出ください。 

 

7. スタート 

【スタートまでの流れ】 

スタートまでは青色テープ誘導をたどり徒歩５分です。スタート地区にはアクティベートユニッ

ト・時計を設置します。スタート枠に入るまでに各自 E カードのアクティベートを行ってください。 
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【スタート形式について】 

 ３分前：スタート時刻の３分前になりましたらするスタート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。コントロール位置説明をお取りください。 

 １分前：ひとつ前の枠にお入りください。E カードの確認と注意事項の説明をお受けください。 

 

8. フィニッシュ 

【ゴールの流れについて】 

フィニッシュはパンチングフィニッシュです。フィニッシュ後はフィニッシュ順に係員のチェック

を受けてください。地図回収を行います。裏面に所属、名前書いて係員にお渡しください。フィニ

ッシュ後は速やかに計算センターにむかってください。レンタル E カードの方は計センにてＥカー

ドをお返しください。 

 

【ゴール閉鎖について】 

14：30 にゴールを閉鎖し撤収を開始いたします。これ以降の計時は致しません。競技途中であって

も必ずこの時間までにゴールを通過してください。また、競技を途中棄権する場合も必ずゴールを

通過してください。ゴールを通過していない参加者は、未帰還者として捜索を行います。 

ゴールは会場（多目的広場）内です。 

 

9. 競技に関する情報 

【競技形式】 

ポイントオリエンテーリング（ミドルディスタンス競技） 

Emit 社製電子パンチングシステム（E-card）を使用します 

 

【使用地図】 

「青年の城」 （2012 年発行 地図調製 有限会社ヤマカワ・オーエンタープライズ） 

 縮尺 1:10000 等高線間隔 5ｍ 走行可能度 4 段階表示 

（ただし WF クラスは縮尺 1:7500、B/N/G クラスは 1:5000） 

 

【競技時間】 

１２０分 

 

【ゴール閉鎖】 

14 時 30 分 

 

【テレインプロフィール】 



8 

 

近江富士と呼ばれる三上山麓に位置する希望ヶ丘文化公園内が範囲である。公園内のため小径は比

較的発達している。概して走行可能度は低く、日本屈指の微地形地帯があるため、マクロなルート

チョイスとミクロなルートチョイス両面で差がつく可能性がある。 (2011 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）要項 2 より抜粋) 

 

【コースプロフィール】 

テレインは大きく分けて南側にパークエリア、北側に山エリアが存在する。山エリアでは微地形や

走行可能度の低い藪がみられるため読図力、ナビゲーション能力が要求される。小径の発達したエ

リアではスピードを上げ、微地形エリアでは抑える、メリハリのある走りが求められるコースとな

っている。 

 

【コントロール位置説明】 

MA,WA,MAS,MF,WF,B クラスは IOF 記号表記です。 

N,G クラスは日本語表記になります。位置説明はスタート地区の 2 分前枠で配布します。 

 

【特殊記号について】 

特殊記号として以下の記号を使用します。 

× 人工特徴物 

○ 炭焼き窯の跡 

 

【コース情報】 

クラス 距離 対象者 登距離[ｍ] 優勝設定時間[分] 

MA 3.2km 男子上級者 230 40 

WA 2.2km 女子上級者 180 40 

MAS 2.2km 男子上級者 

距離短め 

180 40 

MF 2.4km 学連登録初年度 

男子 

110 50 

WF 1.9km 学連登録初年度 

女子 

100 50 

B 1.9km 初心者 75 40 

N/G 1.7km 初心者/グループ 60 40 

・女性のＭクラスへの参加は妨げません。 

 

【ゼッケンについて】 

ＭＦ、ＷＦクラス出場者は全員スタートリストに掲載されるゼッケンナンバーを胸に掲示して出

走してください。 
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  【表彰】 

   各クラス３位まで表彰します。ＭＦ、ＷＦクラスの表彰対象者は関西学連登録初年度の方に限り

ます。優勝者は 2014 年度関西学連新人王・新人女王として表彰されます。 

 

10. 注意事項 

 レース中に車の通行する可能性のある主要道を横断します。渡河点は特に設けませんが車が接

近している場合は配置されている係員の指示に従って注意して通行してください。 

 当日青年の城周辺で山野を使用したイベントが開催される予定があります。一般の方との接触

事故がないように十分に注意してください。万が一接触事故が発生した場合は救護に努め大会

本部へ報告してください。 

 大会当日まで、オリエンテーリングを目的とした希望ヶ丘への立ち入りを禁じます。 

 お支払いいただいた参加費はいかなる場合も返還いたしません。お間違いのないようにお願い

いたします。 

 本大会は傷害保険に加入する予定ですが、補償には限度があります。また健康保険証の持参を

おすすめします。 

 大会会場へのＯ－ＭＡＰ「青年の城」の持ち込みを禁止します。 

 

11. 大会中止時の連絡 

荒天により中止が懸念される場合は当日の朝６時迄に大会公式ＨＰ、学連のＭＬなどで連絡いたし

ます。 

12. お問い合わせ 

伊藤悠葵（運営責任者） 

   yi09172139☆yahoo.co.jp（☆を＠に変えてください） 
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新 人 紹 介 文 
今年度からの初の試みで、関東学連の新人紹介に模して、関西学連でもすることになりました。この紹介文

を読むことにより、旧人は他大の新人にどういう人がいるのか、また、新人同士でどんなライバルがいるのかを

知るツールとしてお使いいただければと思います。では、早速始めましょう！ 

（以下、男女別あいうえお順） 

 

～男子の部～ 

緒方 空人(大阪大学) 

持ち前の走力と地図読み会や練習会で鍛えた読図力をあわせ持った阪大のイチオシ新人。関西ロングセレ

の新人クラス４位をはじめ、大会ではいつもいい成績を残している。夏の部内杯では終盤まで１位を独走したも

のの、ポストを飛ばして惜しくも新人王を逃した。その雪辱を新人戦で果たせるか。要注目！！ 

 

近藤 恭一郎(京都大学) 

「どうした？」頭の上から声がした。近藤だ。「ほっといて」地図を見たまま返事をしても、彼は去ろうとしない。

逃げても着いてくる。「どうした？」希望を失った声をしている。「別にどうも。どうして来るの？」ふと気付いた。あ

あ、彼はもう……。「どうしたらいい？」彼は、ツボっていたんだ 

 

杉田 隆太朗(大阪大学(明石工業高専)) 

明石工業高専のエース！音ゲーが得意(^o^)。阪大 OLC３回生杉田槇之助を兄に持つ兄弟オリエンティア。

兄と顔が似ています。インカレロングMUF3 ９位、部内杯新人２位、ロングセレMF ９位、第一回定例戦 B ２位。

ぶっ飛んだレースがなく、とても安定感があります！彼の優勝を期待せずにはいられない！！ 

 

光川 凌(神戸大学) 

ウィンドサーフィン・フットサルに明け暮れるリア充新人()。インカレロングでは新人クラスで堂々の４位入賞と

これからの神戸大学を背負っていける実力を持つ経験者。同期の平原くんに置いてかれている感があるが、こ

こで威厳を見せつけることができるだろうか！？  
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三村 公人(神戸大学) 

近年増えつつあるうどん県のティア。夏の部内杯ではＥカードを無くして、あまり目立った戦績はないが、神戸

大一年生の中では一番のオリエン参加率！光川と同じくこれからの神戸を担う存在になるべく、新人戦では覚

醒してぜひ入賞を狙ってほしい！ 

 

山森 聡(京都大学) 

名前からしてオリエンテーリングに縁がありそうな彼は、この半年で CC7京大一軍の 5走を務めたほか夏の

京大杯で新人優勝を勝ち取るなどの活躍を見せている。きっと関西の新人戦を盛り上げてくれることだろう。 

 

～女子の部～ 

青島 千映里(京都女子大学) 

 一輪車でフルマラソンを完走する彼女は京女期待の新星。怪我のためインカレロングは欠場したが、関西

ロングセレの新人クラスでは堂々の一位。実力は充分。オリエンに対する熱意とインカレ欠場の悔しさを胸に新

人女王ねらいます。ーーもう姫なんて呼ばせない！！！ 

 

上良 智子(京都大学) 

上良「9月の走行距離は、268kmです。」 

一同「「「(゜ロ゜)!?」」」 

走るのが大好きな上良ちゃん。9月の走行距離は、あの松下さんを上回る!! 夏の部内杯では新人1位(*≧

▽≦)bb 走りすぎるのが玉にキズ(*_*)!? それでも上良ちゃんは、笑顔で希望が丘を走りぬきます!! (*^^*) 

目指すは新人女王!! 

 

坂田 真帆(京都女子大学) 

みんな大好き、まほちゃん。彼女のオリエンに対する“意識の高さ”は京女同期一。さらに関西ロングセレ新

人クラス４位、優勝は射程圏内！きっと彼女の素敵な笑顔につられて勝利の女神も微笑むはず！？ 

 全ては“行動力”が鍵を握る！！ 

 

佐藤 恵那(奈良女子大学) 

都立国立(とりつくにたち)高校出身、いつも爆笑の江戸っ子えなさん。好きな生物はミドリムシのスーパーリケ

ジョ。最近のブームは購買のブラウニー♡オリエン中にコンパスの拡大鏡で観察している子を見かけたら、それ

はえなさん。パワーの源オリエンのアイドルえなさんと 3分しゃべれば、ほら、あなたも充電完了♡  
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高木 恵梨奈(奈良女子大学) 

1792年のフランス革命からはや 222年、復活したエリボン王朝のお姫様、高木恵梨奈。愛しの国民のため

に山を切り開く！得意技は敵に豪快に食べ物を流し込むこと。前向きでお茶目な姫だけど、心理学を極めるナ

イスレディ♡「パンがなければうどんをたべればいいじゃない☆」 

 

西分 嗣美(大阪大学) 

阪大一年の紅一点。オリエンの他にも環境サークル、またフォークソングではドラムを操る多才な彼女です

が、関西ロングセレでは 3位になる実力の持ち主!! 

インカレでの悔しさをバネに、本大会では新人女王の座を取ることができるのか!？ 

 

 

 

以上５校１２人の紹介でした!各校紹介文のご協力ありがとうございました。この中に挙がらなかった新人も新

人戦では関係ありません。全員に新人王・新人女王になるチャンスはあります！また、新人王・新人女王は夜

のコンパ代がタダになります！ぜひぜひみなさん頑張って狙ってみてはどうでしょうか！？(昨年は阪大が新人

王・新人女王を独占しました。) もちろん、オリエンテーリングを楽しむことを忘れずに！ 

 

 

 

 


