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1．実行委員長挨拶 

 

虫の音にも深まる秋を感じる頃となりました。皆様にはますます実りの季節を迎えてい

らっしゃることと存じます。この度は 2016 年度関西学生オリエンテーリング連盟第二回定

例戦にご参加いただき誠にありがとうございます。 

 さて、本大会は滋賀県甲賀市に位置する、活気があふれつつのどかな鹿深夢の森公園を

会場としておりまして、“やまべのかふか”が大会で使用されるのは 2014 年度のウェルカ

ムリレー以来となっております。関西の矢板と呼ばれるこのテレインで皆様が秋風のごと

く道、山塊を爽やかに駆け抜けていただければ幸いです。また、走りやすそうではありま

すが、パイプライン上の走行はお控えください。 

 最後になりましたが、本大会の開催にあたりご協力いただいた皆様に厚く御礼を申し上

げます。 

 実行委員長 矢野峻平 

 

 

2．概要 

 

●日時  2016 年 10 月 2 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：矢野峻平（大阪大学 2014 年度入学） 

運営責任者：山口仁実（奈良女子大学 2014 年度入学） 

競技責任者：三村公人（神戸大学 2014 年度入学） 

コースプランナー：近藤吉史（大阪大学 2014 年度入学） 

イベントアドバイザー： 當坂康紘（京都大学 2011 年度入学） 

●場所  滋賀県甲賀市 「鹿深夢の森」 

●会場 「かふか生涯学習館」西側の芝生広場 
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3．交通案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【車の場合】 

新名神自動車道甲南 IC または甲賀土山 IC より

車で約 15分。会場には無料の駐車場があります。 

 

【電車の場合】 

ＪＲ草津線油日駅から徒歩約 25分  

※油日駅は ICカードが使えません。ご注意くだ

さい。 

 

【来場の際の注意】 

会場東側は競技エリアとなりますので、来場

の際には上図のように西側からご来場いただき

ますようお願いします。 

立ち入り禁止区域に入った場合、失格になる

こともありますのでご注意ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場 
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4．会場案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【晴天時】 

甲賀公民館西側の芝生エリア(青空会場) 

受付・本部、計算センター含めすべて屋外となります。 

女子更衣室として、甲賀公民館 1F学習室 2を利用できます。 

 

【雨天時】 

甲賀公民館 1F 学習室 2・3 

飲食は可能です。女子更衣室は設けないため、館内入り口付近のトイレを利用ください。会場内

は大変狭いので互いに譲り合って使用してください。汚れた靴は脱いで会場に入るなど、競技後

も決して泥を持ち込まないようにしてください。 

 

 

 

 

トイレ（屋外） 

荷物置場 

計算センター 

受付 

本部 

公式掲示板 

速報 

 女子更衣室 

 

雨天時会場 

公民館入口 

駐車場 

晴天時会場（屋外） 
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5．タイムスケジュール 

 

9:30      開場 

9:30〜10:15  受付 

10:30     トップスタート 

12:00     スタート閉鎖 

13:00     地図販売開始 

13:30          表彰 

14:00     ゴール閉鎖 

16:00     会場閉鎖 

 

 

6．受付 

 

【事前申し込みの方】 

バックアップラベルとレンタルの予定の方にはＥカードをお渡しいたしますので、受付

までお越しください。 

マイ Eカードをご使用予定の方の中で、当日 Eカードを忘れた場合は受付にお申し出く

ださい。スタートリストとＥカード番号が異なっている場合も受付にお申し出ください。 

参加費の不備等がある方は、事前にご連絡させていただきますので、受付でご精算をお

願いいたします。 

 

【当日申し込みの方】 

当日申し込みの方は、受付にて申し込み用紙に必要事項を記入の上、以下の通り参加費

をお支払いください。Eカードとバックアップラベルをお渡しします。 

当日申し込み者用の地図枚数には限りがございますのでご了承ください。また当日申し

こみ参加者は全員レンタルＥカードでの出走となります。 

 

【当日申し込み参加費】 

 

クラス 区分 金額（円） 

MA/WA/MAS 学生 2100 

日学賛助員 2300 
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一般 2600 

MF/WF 学生新人 1700 

B/N/G  その他 1500 

E カードレンタル ＋300 

地図追加（一枚当たり、G クラスのみ） ＋400 

 

・学生新人とは学連登録初年度の学生を指します。  

・学生新人、学生旧人には関西学連以外の学連に所属する学生も含みます。 

・各大学の大学院生含む OB、OGの参加費区分は「一般」または「日学賛助員」となります。 

・プログラム・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。 

・当日参加の方は全員レンタル Eカードでの出走となります。 

・レンタル Eカード を破損・紛失された場合、弁償金 9000 円を頂きます。・ 

・Gクラスの地図は 1グループにつき 1枚です。地図の追加は 1枚につき 400円で承ります。 

 

【初心者説明】 

初めてオリエンテーリングされる方を対象に初心者説明を行います。ご希望の方は受付

にお越しください。初心者講習の受付は 10:00に締め切ります。各大学においても学生新

人への指導をお願いいたします。 

 

【コンパス貸し出し】 

受付にてコンパスの貸し出しを行います。貸し出しの際、保証金として 3,000 円をお預

かりします。保証金はコンパスの返却と引き換えにお返しします。 

コンパスの数には限りがあります。大学クラブの皆様は新人用のコンパスを用意してい

ただきますようお願いします。 

 

【ゼッケン・安全ピン販売】 

MF、WFクラスの参加者向けに受付にてゼッケン及び安全ピンの販売を行います。価格は

ゼッケンが 1枚 50円、安全ピンが 1セット 50円です。数に限りがありますのでできるだ

け各自でご用意ください。 

 

【地図販売】 

 当日 13:00より受付において地図販売を行います。コース図 300円/枚、全ポ図 500円/

枚を予定しております。 
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7．スタートについて 

 

【スタート地区までの流れ】 

会場からスタート地区までは青色テープ誘導で徒歩 30 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。 

E カードをお持ちでない方は出走できません。また、MF、WF クラスはゼッケンが必須で

す。 

スタート地区までの誘導区間の一部にウォーミングアップエリアを設置します。またス

タート地区に給水を設置します。 

 

【スタート形式】 

3分前…スタート時刻の 3分前になりましたらスタート枠にお入りください 

2分前…一つ前の枠へお進みください。コントロール位置説明をお取りください。 

1分前…係員の指示に従って Eカードのチェック等を受け、時間になりましたら地図を取

って出走してください。スタート地区からスタートフラッグ(地図上の△)まで

は赤白テープ誘導です。 

 

【遅刻について】 

スタート時間に遅刻した場合はその旨を係員にお伝えください。遅刻専用レーンより出

走できます。なお、遅刻者の記録は予め指定されたスタート時刻から算出することとしま

す。 

ただし、12:00のスタート閉鎖時刻以降は出走できません。 

 

 

8．ゴールについて 

 

【ゴールの流れについて】 

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。ゴール後はゴール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。 

地図はスタート閉鎖後に会場にて返却します。 

ゴール後は速やかに計算センターにむかってください。会場までは黄色テープ誘導です。

レンタル E カード・貸しコンパスの方は計センにてそれぞれお返しください。 
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【ゴール閉鎖について】 

14:00 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。 

 

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】 

「やまべのかふか」2010年 10月 朱雀 OK作成、2014年 5月 NishiPRO修正、 

縮尺 1:10000 等高線間隔 5ｍ 走行可能度 4 段階表示 

 

【競技時間】 

120分 

 

【ゴール閉鎖】 

14時 00分 

 

【テレインプロフィール】 

平成 26年度ウェルカムリレーオリエンテーリング大会でも使用されたテレインで、畑によ

りテレインが複数のエリアに分かれている。林の中では尾根が細かく方向を変え、慎重な

地図読みとナビゲーションが要求される。走行可能度は概して良いが、一部見通しのきか

ないエリアも存在する。テレイン内に複数存在する特徴的なパイプラインを如何に利用す

るかもレースを左右する一つの要因となっている。（2011年度関西学連二定兼新人戦より一

部修正） 

 

【コースプロフィール】 

テレインは中央が耕作地になっており、南北に山部分が分断されている。 

その山部分においても道が発達している部分があるため、メリハリのある走りが勝負の鍵

を握る。 



8 

 

また、そのスピードの変化に対応したナビゲーション能力、集中力が問われるコースとな

るだろう。 

 

【ウォーミングアップエリア】 

スタート地区までの誘導区間の一部をウォーミングアップエリアとして指定します。誘

導区間にウォーミングアップエリアを示す看板を設置します。 

 

【クラス】 

クラス 対象者 距離 

（ｋｍ） 

登距離 

（ｍ） 

優勝設定時間

（分） 

MA 男子上級者向け 4.0 195 40 

MAS 男子上級者向け

（距離短め） 

 

2.5 

 

125 

30 

WA 女子上級者向け 35 

MF 新人男子向け 2.9 130 40 

WF 新人女子向け 2.1 105 35 

B 初心者向け 

N 初心者向け 1.8 40 35 

G グループ向け 

※女性のＭクラスへの参加は妨げません。 

※ＭＦ、ＷＦクラスの表彰対象者は関西学連所属の新人に限ります。MF・WFクラスの優勝

者は それぞれ 2016年度 関西学連新人王・新人女王として表彰されます。 

※ＭＡＳとＷＡ、ＷＦと Bは同じコースです。 

 

【競技中の誘導】 

 スタート地区からスタートフラッグ(地図上の△)、最終コントロールからゴールまでは

赤白テープによる誘導を行います。 

  

【給水所、救護所】 

 コース途中に給水所、救護所を設けます。MF、WFクラスは当該地点において中間速報を

行います。 

 

【調査依頼、提訴】 

・調査依頼 

調査依頼がある場合は、大会当日 14:30 までに紙面に調査依頼する事項を記入して、本

部に提出してください(書式自由)。 本大会競技責任者が調査依頼への回答を行います。 
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・提訴 

競技責任者の回答に納得できない場合は提訴することができます。提訴する場合は、調

査依頼の回答が公開されてから 15 分以内に文書(書式自由)にて本部に提出した場合のみ受

け付けます。提訴に対する結果は、公式掲示板あるいは大会公式サイトに掲載します。 

【コントロール位置説明】 

 MA、MAS、WA、MF、WF、Ｂクラスは IOF記号表記です。 

N、Gクラスは IOF記号表記に日本語による表記を併記します。 

 コントロール位置説明はスタート 2分前に配布します。 

 

【ゼッケン】 

MF/WFクラスの参加者は必ずゼッケンを着用してください。スタートリストに記載のゼッ

ケン番号を大きな文字で記載し、前面の胸の辺りの良く見える位置に１枚安全ピンで付け

てください。ゼッケンは上着などで隠れないようにしてください。 

 当日申込みの方は申込み時にゼッケン番号を割り当てますので、ゼッケンと安全ピン、

筆記用具を持参してください。 

 MF/WFクラスの参加者はゼッケンを着用していない場合出走を認めません。 

 また、当日受付にてゼッケンおよび安全ピンの販売を行います。但し個数に限りがある

のでできるだけ持参してください。 

 

記入例 

 

 

 

 

【代走】 

MF、WFクラスを除いて当日の代走を認めます。 

 

【表彰】 

MAS、B、N、Gクラスは上位 1名、その他のクラスは上位 3名を表彰します。MF、WFクラス

の表彰対象は関西学連登録初年度の方に限ります。 

MF、WFクラスの優勝者はそれぞれ 2016年度関西学連新人王・新人女王として表彰されます。 

またこの他に特別表彰もございます。 

 

 

10．注意事項 

２０１ 
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・16:00 までにすべての片付けを終了し会場を閉鎖いたします。迅速な撤収にご協力くださ

い。 

・競技中の服装は肌の露出が少ない長そで長ズボンを推奨します。公序良俗に反するよう

な服装での出走は禁止します。（テレイン内にマダニの存在が確認されています、一層服

装にはお気を付けください） 

・会場への O-Map「やまべのかふか」の持ち込みを禁じます。 

・金属ピン付きシューズは使用可能です。 

・大会当日まで、参加者のオリエンテーリングを目的とした O-map「やまべのかふか」範

囲内への立ち入りを禁止します。 

・頂いた参加費はいかなる場合でも返還いたしません。 

・本大会は傷害保険に加入いたしますが、補償には限度があります。また、健康保険証の

持参をお勧めします。 

・大会当日は会場南側広場においてグラウンドゴルフの大会も開催されています。そちら

の参加者のご迷惑にならないようよろしくお願いします。 

・会場に救護用品を用意しております。 

・ごみは各自でお持ち帰りください。 

・貴重品は各自で管理してください。紛失・盗難に関して、主催者は一切責任を負えませ

んのでご了承ください。 

・耕作地やパープルの縦ハッチなど立ち入り禁止の地図

記号で表される立ち入り禁止区域に絶対に入らない

ようにしてください 

・競技中に自動車が走行する可能性のある道を通過しま

す。十分に注意して通過してください。 

・競技エリア内に右写真のような動物捕獲用の罠の檻が

存在します。十分に注意してください。 

・テレイン内にパイプラインがあります。パイプライン上は走らないようにし、通行する際は十分に

気をつけてください。一部、誘導員が立っている場所があります。誘導員の指示に従ってくださ

い。 

・本プログラムに記載の内容は変更される可能性があります。大会当日の公式掲示板もご

確認ください。 

 

 

11.大会中止時の連絡 
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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 

 

ご質問等ございましたら以下の運責のアドレスまでお問い合わせください。 

山口仁実（yamahito333☆yahoo.co.jp ☆を＠にかえてください） 

 

 

13．新人紹介 

 新人戦に参加する新人の中から注目選手を各校から紹介します！ 

 

 

【浅井 健杜（大阪大学）】 

ロングセレ２位の成績から始まり、部内杯ではブランクがありながらも新人１位と経験

者の貫禄を見せつけた。キャラに飢えているのか「新人王のキャラを得ることができて嬉

しい」と表彰式で語った彼だが、今後のオリエンとキャラの成長が楽しみである。 

 

【岩井 龍之介（京都大学）】 

前期のテスト週間に BOX の PC の前でコースを組んでいた彼。印刷されたのは我らが京

都大学のホームテレイン東山の地図だった。スポーツウェアに着替えた彼はさわやかな顔

で「ちょっと走ってみたくなって…」と言い残し、自作のコースを携え山に入っていった

という…。 

皆さん、彼こそが修験者です。 

 

【硲田 捷将（大阪大学）】 

先輩への絡み(物理)がかなり激しいことで部内では有名。しかしスプリントセレでは新人

1 位、部内杯でも 2 位とパーク･フォレスト共に走れるオールラウンダーな選手。つい最近

マイコンを購入したそうで、二定で更なる活躍に期待である。 

 

【菅野 紘基（神戸大学）】 

神大１年生の中では頭脳派プレーヤー的な存在。ラップを個人的に分析するなど、ひた

むきにオリエンに打ち込んでいます。京都民ということもあり、オリエン参加率は高いで
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す。そんな菅野は、一定では 11/32 位。巡行よりもミスの少なさを重視したオリエンが特徴

です。二定でもその特徴を活かし、うまくレースをまとめてほしいです！ 

 

【杉浦 公佑（神戸大学）】 

神大１年生の中では姫的な存在。同期からいろんな意味で慕われているようです。「語録」

と呼ばれる特殊な言語を使いこなします。そんな杉浦は、一定では 14/32 位。陸上部に所

属していたこともあり、そのスピード、体力は神大内でも 1、2 を争います。巡行芸人な成

績が多いですが、二定ではミスの少ない爆走に期待しています！ 

 

【辻村 尊之（神戸大学）】 

神大１年生の中ではリーダー的存在。オリエンへの情熱は同期イチで、参加率も高いで

す。三田市という辺境の地から、超早起きをしてオリエンに参加しています。そんな辻村

は、夏合宿の部内杯では新人の中で 7/17 位。同期に負けじと頑張っています。将来のエー

スを目指して、二定ではそのガッツで上位に食い込んでほしいです！ 

 

【森河 俊成（京都大学）】 

 8月に行われた京大杯（部内杯）では堂々の新人 1位。下した旧人は実に 16人。更にTOEIC

のスコアは院試、就職を迎えた 4 回生の多くを凌駕しているとかで、まさに文武両道を体

現する男。入部当初から発揮していた走力に加え半年間で身につけた技術力を活かした走

りに期待がかかる。 

 

 

 

【出田涼子（大阪大学）】 

一回生ながらスプリントセレを通過してみせた期待の新人。オリエンだけでなくお勉強の

方の成績もとてもいい優等生。文武両道なこれからの活躍に期待です 

 

【黒瀬有紀子（京都女子大学）】 

オリエンへの情熱と冷静な分析力をあわせ持った京都女子大学の隠し玉。メキメキと実力

をつけてきています。最近では、長めのレッグで直進が当たったということで、期待が高

まります！ゆきこちゃんは、話題を振ると必ず面白い話をしてくれる、高いユーモアセン

スの持ち主です。皆さんもぜひ、黒瀬ワールドに足を踏み入れてみてください！ 

 

 

【塚越 真悠子（大阪大学）】 
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陸上部出身の期待の新人。その健脚でロングセレ新人２位という好成績を残した。髪の内

側をピンクに染めるというファンキーさにも定評あり。 

 

【辻本 桃子（奈良女子大学）】 

奈良女子大学 1 回生の辻本桃子です。大阪府出身です。食べることとお笑いを見ること

が好きです。なので毎日言う言葉が、今日の夜ご飯なに？です。前回の大会では、大雨が

降っていて、ほぼ遭難していました。自信は全くありませんが、ゴールにたどり着けるよ

う頑張ります。 

 

【羽鳥咲和（京都女子大学）】 

京都女子大学の大型新人。普段は素敵な笑顔で周りを癒してくれる存在です。いつもに

こやかで、いつもオシャレです。可愛くて、背も高くて、オリエンも速くて、羨ましい・・・ 

そんな彼女ですが、ロングセレ新人クラス 3 位、夏の部内杯では新人 1 位と実力は十分。

彼女なら、部内だけでなく関西新人女王の座も射止めてくれるでしょう！ 

 

【布施谷 綺子（奈良女子大学）】 

食欲の秋なので最近栗つぶ入りのおいしい栗しぐれにはまってます。電車に傘を忘れた

り洗剤を忘れたりゴールで転んだりとおっちょこちょいですが、部内杯での汚名を返上す

るためにも 2 定では転ばず DISQ もせず、入賞目指して精一杯頑張ります！ 

 

 

 

（以上） 


