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1.実行委員長挨拶 

 この度は、2017年度関西学生オリエンテーリング連盟第一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、奈良県生駒市の「生駒山麓公園」にて開催いたします。生駒山の中腹に位

置するこの公園には、様々な施設があり、生駒市民の憩いの場となっています。また、自然

に囲まれた広大な敷地は、オリエンテーリング競技会場としてふさわしいことから、過去に大

会が開催されたこともあり、オリエンティアの皆様にとっても親しみのある場所と言えるのでは

ないでしょうか。 

 さて、この春から各クラブに新しく加入された皆様にとっては、この大会がおそらくデビュー

戦になるかと思います。本大会で、「オリエンテーリングの楽しさ」を感じていただけたら幸いで

す。 

 最後になりましたが、本大会開催にあたりまして、ご理解とご協力をいただきました生駒山

麓公園、生駒市、生駒市民の皆様をはじめとするすべての関係者の方々に、この場をお借り

して、厚く御礼申し上げます。 

実行委員長 田中創 

 

 

 

2.大会概要 

 

◆開催日 2017年 5月 14日（日曜日） 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 

      神戸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 
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◆大会役員  実行委員長：田中創  （大阪大学 2015年度入学） 

          運営責任者：吉原幸輝  （大阪大学 2015年度入学） 

          競技責任者：戸谷みのり （奈良女子大学 2015年度入学） 

          コースプランナー：金林優美 （奈良女子大学 2015年度入学） 

          イベントアドバイザー：実藤俊太 （京都大学 2013年度入学） 

 

◆開催地  生駒山麓公園 （奈良県生駒市） 

 

◆会場   生駒山麓公園ふれあいセンター 

 

 

3.タイムスケジュール 

 

9：45 

10：15 

10：50 

11：00 

12：30 

13：30 

13：45 

14：00 

14：15 

15：15 

15：45 

17：30 

開場・受付（スプリント・リレー）開始 

初心者講習 

当日受付締め切り 

スプリントトップスタート 

スプリントスタート閉鎖 

スプリントゴール閉鎖 

リレー受付締め切り 

リレー競技説明 

リレースタート 

繰り上げスタート・表彰式 

リレーゴール閉鎖 

会場閉鎖 
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4.会場へのアクセス 

遅刻者は出走できない可能性があります。時間に余裕をもってお越しください。 

◆臨時バス（推奨） 

大会参加者向けの臨時便が出ます。ご利用は無料ですが、定員 25名のため満席にはご注

意ください。 

・近鉄生駒駅南口バスターミナル発 

「9：30発」、「10：10発」の 2便 

 

・生駒山麓公園ふれあいセンター発 

「16：00発」、「17：00発」の 2便 

※生駒山麓公園ふれあいセンター内に、有料（～310円）で入浴可能な施設がございま

すので、よろしければご利用ください 

 

◆路線バスをご利用の場合 

・近鉄「生駒」駅から 

生駒駅南口バスターミナル 1 番のりばより、「生駒山麓公園ふれあいセンター行き」乗車。約

16分、100円。 

推奨便「9：05発」、「10：05発」 

 

・近鉄「東生駒」駅から 

東生駒駅バスターミナル3番のりばより、「生駒山麓公園ふれあいセンター行き」乗車。約20

分、100円。 

推奨便「9：00発」、「10：00発」 

 

◆自家用車をご利用の場合 

・阪奈道路から信貴・生駒スカイラインへ入り、約 2km、約 5分。 

 （阪奈道路から生駒山麓公園までの信貴・生駒スカイラインの区間は無料） 

※信貴・生駒スカイライン経由のルートでご来場ください。スカイラインを経由しないルートで

のご来場は禁止とさせていただきます。 

※駐車場利用料は 510円です。 

※駐車スペースにつきましては係員の誘導に従ってください 

※駐車スペースには限りがございますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。 
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※生駒山麓公園 HP（http://ikoma36-park.jp/html/acces.html#00）より 

 

5.会場案内 

◆会場は「ふれあいセンター」の研修室です。3階の研修室を使用する予定ですがどの部屋

を使用できるかまだ決まっておりません。当日は係員の誘導に従ってください。 
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6.受付 

 

◆スプリント競技（午前） 

◯事前申し込みの方 

事前申し込みの方は受付の必要はありません。マイ Eカード使用の方はバックアップラベルを、

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をお取りください。 

 

◯当日申し込みの方 

当日申し込みの方は、「9:45〜10：50」の間に受付にてお申し込みください。申し込み用紙

に必要事項をご記入の上、以下の参加費をお支払いください。バックアップラベルと E カード

をお渡しします。当日申し込みでの出走は、地図の枚数に限りがありますのでお早めにお申

し込みください。 

※当日申し込みの場合はレンタル E カードのみとなります。 

【当日参加費】 

参加区分 当日申し込み 

学生新人 800円 

学生旧人 1,800円 

学生（高校生以下） 800円 

一般 2,100円 

日本学連賛助会員 1,800円 

G 1,300円 

・G クラスの金額は１グループあたりの金額です。 

・G クラスの地図は１チームにつき 1枚です。地図の追加は 1枚 500円で承ります。当日、

受付にてお申し付けください。 

・成績輸送は 300円にて承ります。 

・当日申し込みの場合はレンタル E カード代（300円）込みです。 

・レンタル E カードを紛失された場合、弁償金として 9,000円をいただきます。 
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◆リレー競技（午後） 

リレーの申し込みは当日のみ受け付けております。リレーのオーダー用紙は受付にご用意して

おりますので、必要事項を記入し、お申し込みください。その際に、以下の参加費をお支払い

いただきます。 

 

【リレー参加費】 1人につき 300円 

 

 

◆地図販売 

15:15より受付にて地図販売を行います。 

全ポストの記された地図は 500円、各クラスのコース図はそれぞれ 300円です。 

※スプリント競技のみご参加の方はスタート閉鎖（12:30）後、地図販売を行いますので、受

付までお越しください。 

 

7.競技情報 

 

◆競技形式 ポイントオリエンテーリング 

         【午前】 スプリント競技   【午後】 3人リレー 

         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 「生駒山麓公園 2013」 

（2011年三上雅克作成、2013年 4月修正、2017年 4月一部修正） 

         縮尺 1：4000   等高線間隔 2.5m   走行可能度 4段階表示 

 

◆コントロール位置説明 

MA/WA: IOF記号表記 

MF/WF/N/G: 日本語表記 

 

◆テレインプロフィール 

生駒山の北側斜面、標高 300～360ｍ付近に位置するこの公園には、緑豊かな自然の中

にふれあいセンターをはじめ、野外活動センター、フィールドアスレチックなどの施設がありま

す。エリア東側は各施設の他、広場、遊具、テニスコート、駐車場などのオープンエリアが主で
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す。エリア西側は林、湖など自然の景色が広がります。敷地内の林は見通しのよい雑木林で、

地形も比較的はっきりしています。 

（『2013年度 関西学生オリエンテーリング連盟 第１回定例戦 要項 2』より） 

 

◆クラス 

・スプリント（午前） 

クラス 対象者 距離 登距離 優勝設定時間 表彰対象 

MA 男子一般 2.2km 105m 15分  

 

上位 3名 
WA 女子一般 1.7km 95m 18分 

MF 男子新人 1.6km 80m 13分 

WF 女子新人 1.4km 70m 13分 

N 初心者 1.4km 70m 15分 上位 1名 

G グループ 1.4km 70m 15分 上位 1組 

・コース距離は実走距離となっております。 

・学連登録２年目以降の方の F クラスへの出場はご遠慮ください。 

・男性の Wクラスへの出場は認められません。女性の M クラスへの出場は可能です。 

・F クラスの参加者に限り伴走を許可します。ただし伴走者が伴走後、スプリント競技に出走

の場合、伴走者の記録は参考記録となります。また、伴走時は競技者より前に出ず、地図と 

E カードは競技者がお持ちください。  

 

・お楽しみ３人リレー（午後） 

コース 難易度 距離 登距離 

A 旧人相当 1.8～1.9km 75～80m 

F 新人相当 1.44km 50m 

・コース距離は直線距離となっております。 

・A-F-Aの順で出走してください。 

・伴走は認めます。新人さんに聞いてあげてください。 
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◆スタート時間 【スプリント】 11：00〜 

【リレー】  14：15〜 

◆競技時間 

スプリント競技（午前）： 60分 （スプリントゴール閉鎖： 13：30） 

リレー競技（午後）： 90分 （リレーゴール閉鎖： 15：45） 

 

◆初心者講習    

10：15頃より初心者向けの講習を行います。希望される方は当日指定された場所までお越しく

ださい。 

 

◆競技上の注意 

・O-map 「生駒山麓公園」の地図の持ち込みを禁止します。 

・ピン付きシューズの使用を禁止します。 

・コース上の特に人通りの多い箇所には誘導員を配置します。誘導員の指示に 従ってくださ

い。 

・本大会ではトレーニングコースは設けません。アップなどはスタート付近でお願いいたします。 

・公園には多くの一般の方が来園されています。競技中は接触等、来園者に注意してくださ

い。 

・以下の看板やコーンがある場所がありますが、渉外は行っていますので、通過していただく

ことは可能です。 
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・テレイン内に、以下のようなパーマネントポストがありますが、今大会では隠すなどの対応は

行っていません。 

 
 

◆立ち入り禁止地区  

定例戦実施規則に従い、開催日 6 週間前の 4 月 2 日（日曜日）以降、本大会出場予定者

の O-Map「生駒山麓公園 2013」へのオリエンテーリング目的での立ち入りを禁止いたします

（下図参照）。ただし、信貴生駒スカイラインの通行は妨げません。 

 

 

（Googleマップより） 
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8.競技の流れ 

◆スプリント 

◯スタート 

・スタートの流れは以下のようになっています。 

【３分前】 

クラスによってレーンが分かれています（下図参照）。レーンを確認し、アクティベートを済ませ

てから、３分前枠へお入りください。 

【２分前】 

２分前枠にて、必要に応じてコントロール位置説明を各自でお取りください。 

【１分前】 

１分前枠で係員の指示に従って再度動作確認を行い、スタートの合図とともに地図を取って

リフトアップスタートしてください。 

 

 

 

・スタート地区は会場から５分です。 

・会場からスタート地区までは青テープによる誘導があります。 

・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。 

・スタート地区から地図中の△地点までは赤白テープによる誘導があります。 
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・スタート時刻に遅れてスタート地区に到着された場合、ラストスタートになります。係員の指

示に従ってください。なお、遅刻された場合の記録は、初めに指定されたスタート時刻ではな

く、実際のスタート時刻から計測し、記録は参考記録になります。ただし、スタート閉鎖時刻で

ある 12：30以降の出走はできませんのでご了承ください。 

 

◯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。 

・ゴールから会場までは黄色テープによる誘導があります。 

・フィニッシュ後は速やかに会場内の計算センターにて成績処理を行ってください。 

・レンタル E カードは計算センターで、貸出用コンパスは受付で回収いたします。リレーに出場

される方に関しては、スプリント終了時には返却せず、リレーが終了した後にご返却ください。 

・ゴール閉鎖は「13：30」です。ゴール閉鎖までにはゴールを通過してください。 

 

◆リレー 

◯スタート 

・「14：15」一斉スタートです。 

・E カードのアクティベートをしてからスタート枠にお入りください。また、E カードをお持ちでない

場合は出走できませんのでご注意ください。 

・スタート地区から地図中の△地点までは赤白テープによる誘導があります。 

 

◯チェンジオーバー 

・次走者は E カードのアクティベートをしてから次走者枠にお入りください。 

・チェンジオーバーゾーン内で、走者同士の体の一部が触れ合うことにより、チェンジオーバー

が成立となります。 

・次走者は出走するまで地図は開封しないでください。 

 

◯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。 

・フィニッシュ後は速やかにゴール付近に用意しております計算センターにて成績処理を行っ

てください。 
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・ゴール閉鎖は「15：45」です。ゴール閉鎖までにはゴールを通過してください。 

・レンタル E カード、貸出用コンパスは計算センターで、回収いたします。 

 

9.表彰について 

・スプリント競技 

MA、WA、MF、WF クラスにおきましては、「上位３名」を、 

N、G クラスにおきましては、「上位 1名」を表彰いたします。 

 

・お楽しみ３人リレーは、新人１人以上を含むチームのみ表彰対象となります。 

  クラス分けは 

「男子チーム」、「女子チーム」、「混合チーム」  です。 

  表彰対象に当てはまるチームそれぞれ各３組を表彰いたします。 

 

10.注意事項 

・当日は、一般の方の公園利用もあり、混雑が予想されます。接触などにはくれぐれもご注意

ください。 

・競技中の服装は、肌の露出の少ない長袖、長ズボンを推奨します。公序良俗に反するよう

な服装での出走は認められません。 

・金属ピンのついた靴での出走は禁止いたします。 

・本大会は損傷保険に加入する予定ですが、補償額には限りがあります。 

・受付にてコンパスの貸し出しを行います。貸し出しの際に補償金として 3,000円をお預かり

させていただきますが、コンパスご返却の際に返金いたします。 

・お支払いただいた参加費は、いかなる場合にも返還いたしません。 

・フィールドアスレチックなどの立ち入り禁止区域には絶対に立ち入らないでください。 

・悪天候等のため、止むを得ず大会を中止する場合、当日午前７時までに大会WEBページに

掲載します。 

・本大会のスプリント競技は「関西学生オリエンテーリング連盟定例戦実施規則」に則って実

施いたします。 

・けがをされた場合、運営側では救急処置は行いますが、本格的な処置は行うことができま

せん。そのため、医療機関にかかるかにつきましては、ご自身の判断でお願いいたします。 
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11.お問い合わせ 

ご質問、ご不明な点などありましたら、お手数ですが、下記の連絡先までご連絡ください。 

大会メールアドレス： ittei2017(at)gmail.com  

※「(at)」は「＠」に置き換えてください。 

※今大会に関してのお問い合わせは、生駒山麓公園にはしないよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

12.その他 

・生駒山麓公園ふれあいセンター内に、有料（～310円）で入浴可能な施設がございますの

で、よろしければご利用ください。 

 


