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１． 実行委員長あいさつ 

 初秋の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。この度は 2017 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 2014 年度と同じ希望が丘、一部の運営役員にとっては思い入れが強い

テレインでの開催となっております。希望あふれる丘陵でのレースをお楽しみください。

ぴっかぴかの新入生の活躍にも注目です。 

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

挨拶とさせていただきます。 

                            実行委員長 青島千映里 

 

２． 概要 

●開催日時 2017 年 9 月 16 日 雨天決行・荒天中止 

●開催地  滋賀県蒲生郡竜王町 

●会場   希望が丘文化公園 

●主催   関西学生オリエンテーリング連盟 

●主管   京都女子大学オリエンテーリングクラブ 

      京都大学オリエンテーリングクラブ 

●大会役員 

実行委員長       青島千映里 （京都女子大学 2014 年度入学） 

運営責任者       金山柚佳  （京都女子大学 2014 年度入学） 

競技責任者       近藤恭一郎 （京都大学 2014 年度入学） 

コースプランナー    越智純毅  （京都大学 2014 年度入学） 

イベントアドバイザー  築地孝和  （神戸大学 2013 年度入学） 

 

３． 交通案内 

【自家用車の場合】 推奨 

名神高速道路竜王 IC より約 3 km 

希望が丘文化公園東ゲートよりお入りの上、希望が丘文化公園東ゲート駐車場にお停めく

ださい。駐車には普通・軽自動車は 500 円かかります。 

【公共交通機関の場合】 

1. 近江八幡駅より近江鉄道バスにて約 35 分「三井アウトレットパーク」下車、 

徒歩約 3 km 

2. 野洲駅より近江鉄道バスにて約 10 分「希望ヶ丘西ゲート」下車、徒歩約 4 km 

※バス停「希望ヶ丘西ゲート」から会場までは競技エリアを通過するためこのバスで来ら

れる方は大会当日 10:00 までに会場にお越しください。以降は通行を禁止いたします。 

いずれのルートもテープ誘導はありません。 
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1. 近江八幡駅よりバス停「三井アウトレットパーク」へ来られる場合 

 近江八幡駅より、近江鉄道バス三井アウトレットパーク行に乗り、バス停「三井アウトレ

ットパーク」で下車、その後徒歩約 3 km。片道 510 円です。 

近江八幡駅発、三井アウトレットパーク行バスの時刻表 

近江八幡駅 8:45 9:15 9:50 10:20 

三井アウトレットパーク 9:15 9:45 10:20 10:50 
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2. 野洲駅よりバス停「希望ヶ丘西ゲート」へ来られる場合 

野洲駅より、近江鉄道バス村田製作所行（西ゲート経由）もしくは花緑公園行（西ゲート

経由）に乗り、バス停「希望ヶ丘西ゲート」で下車、その後徒歩約 4 km。片道 310 円で

す。 

10:00 までに会場にお越しください。 

野洲駅発、村田製作所行（西ゲート経由）・花緑公園行（西ゲート経由）バスの時刻表 

野洲駅 8:21 8:35 8:57 

希望ヶ丘西ゲート 8:31 8:45 9:07 

 

 
 

４． 会場案内 

【晴天時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場は多目的広場です。 

受付、本部、計算センター含め、すべて屋外です。 

女子更衣室として青年の城 2F207 小研修室がご利用いただけます。 

駐車場→会場 

緑色テープ誘導 
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【雨天時】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場は青年の城 1F 多目的ホールです。 

受付、本部、計算センターはすべて多目的ホール内です。 

女子更衣室として青年の城 2F207 小研修室がご利用いただけます。 

 

５． 当日の流れ 

開場      9:00 

受付      9:00～10:30 

初心者説明   9:30 

舗装路閉鎖   10:00 

トップスタート 10:30 

スタート閉鎖   12:00 

地図販売開始   12:30 

表彰           14:00 

ゴール閉鎖   14:00 

会場閉鎖    14:30 

 

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。 

駐車場→会場 

緑色テープ誘導 
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【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

し込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】 

参加区分 当日申し込み 

学生新人※ 
1500円 

学生旧人※ 
2800円 

高校生以下 300円 

一般※ 
3300円 

日本学連賛助会員※ 
2800円 

Ｂ・Ｎ・Ｇクラス（高校生以下を除く） 1800円 

・※マークのついている参加区分はＢ・Ｎ・Ｇクラスを除きます。 

・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の参加区分は「一般」または「賛助会員」となります。 

・京都府オリエンテーリング協会では高校生以下への参加費支援を行っています。高校生以下

の方は無料で大会に参加していただけます。 

 

・レンタルＥカードを破損、紛失された場合、弁償金 8000円を頂きます。 

・プログラム、成績表の郵送を希望される方は、それぞれ 300円が必要です。 

・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。初心者説明の受付は 9:30 に締め切り、9:30 より行います。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
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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 12:30 より受付において地図販売を行います。コース図 600 円/枚、全ポ図 800

円/枚を予定しております。 

 

７． スタートについて 

【スタート地区の流れ】 

 会場からスタート地区までは青色テープ誘導で徒歩 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。 

 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、名前を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。会場までは紫色テープ誘導で

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。 

【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
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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） 

【計時方法】 

EMIT社製電子パンチングシステム（E カード）を使用 

【使用地図】 

「青年の城」  (2012年発行 地図調製 （有）ヤマカワオーエンタープライズ)  

縮尺 1:7500 等高線間隔 5 m 走行可能度 4段階表示 

【競技時間】 

90分 

【ゴール閉鎖】 

14:00 

【テレインプロフィール】 

 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を範囲とする。小径は比較的発

達しているが、テレイン北部には全国で 1,2位を争う微地形地帯が広がっている。尾根沢が複雑に

発達しており、概してミクロ・マクロ両面のルートチョイスで差がつきやすい。 

【コースプロフィール】 

[A クラス] 

 本テレインは北部の山エリアと南部の公園エリアに二分されており、それぞれで大きく性質の異な

るオリエンテーリングを要求するコースとなっている。季節柄おおむね植生は悪化しているが、しっ

かりスピードを出せる区間も設定しており、レースをまとめるには技術体力の双方が不可欠となるだ

ろう。 

[F クラス] 

 新人戦という趣旨のもと、地形読みやルートチョイスなどオリエンテーリングの基本的な技術を幅

広く問うコースとなっている。難易度の高すぎるレッグは極力排除しており、ミスをできるだけ抑えた

上でどれだけ走れるかが勝負の鍵となるだろう。 

【ウォーミングアップエリア】 

会場横にウォーミングアップエリアを設けます。詳しくは会場レイアウト図をご覧ください。 

【クラス】 

クラス 対象者 距離(km) 登距離(m) 優勝設定時間 

MA 男子上級者向け 2.7 195 35分 

MAS 男子上級者向け（距離短め） 2.1 150 35分 

WA 女子上級者向け 2.1 150 35分 

MF 男子新人向け 2.1 140 30分 
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WF 女子新人向け 2.0 115 30分 

B 中級者向け 1.8 105 30分 

N 初心者向け 1.4 55 30分 

G グループ 1.4 55 30分 

・ＭＦクラス、ＷＦクラスへのエントリーは学連登録初年度の方に限ります。 

・ＭＦクラス、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クラス、ＷＦクラス

の優勝者はそれぞれ 2017年度関西学連新人王、新人女王として表彰されます。 

・女性の M クラスへの参加は妨げません。  

 

【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△)、競技中、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 14:10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。 

・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 クラスは日本語による表記です。 

 コントロール位置説明はスタート 2分前に配布します。 

【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 

      独立樹 

【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。 
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 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。 

 当日受付にてゼッケン及び安全ピンの販売を行います。但し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。 

 

１０． 注意事項 

・14:30 に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

な服装での出走は禁止します。 

・会場への O-map「青年の城」の持ち込みを禁止します。 

・金属ピン付きシューズでの出走を禁止いたします。 

・大会当日まで本大会出場予定者の O-map「青年の城」範囲内へのオリエンテーリン

グ、トレーニング目的で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。 

・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。 

・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。役員の指示に従い、十分に

注意して通過してください。 

・大会当日、希望が丘文化公園西ゲート付近にてフリーマーケットが開催される関係

で、通常よりも交通量が多いことが想定されます。より一層事故にお気を付けくださ

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。 

 

１０１ 
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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 Web ページ、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本大会公式アドレスまでお問い合わせください。 

 本大会公式アドレス kansai2017.2ndcomp☆gmail.com (☆→＠) 

 

 

１３． 注目選手紹介 

ＭＦクラス 

【桃本一輝（大阪大学）】 

 入部三ヶ月で茶の間デビューを果たした大物。テスト期間に JOA の合宿に参戦するなど

類まれな意欲を見せ、さらに毎回オリエンに来ていて走力や技術に期待がかかる。しかし

新歓期から遅刻癖を発揮しており、合宿や遠征にも絶起をキメて遅刻する。新人戦当日は

朝セレが最大の関門となるでしょう…。 

 

【片岡佑太（大阪大学）】 

 入部してすぐにオリエンの楽しさを知り、沼にはまったらしく、平日にバイトをして休

日にオリエンに費やすという理想的()なティアになってきている。免許がないが山梨の遠

征に行きたいため、自分でメーリスを投下してドライバーを募るなど、高いオリエン意欲

を見せる。また、「エリートはリア充」を信じており、そちらも頑張りたいらしい(適当)。 

 

【丸山ゆう（京都大学）】 

 京大では夏休み恒例(予定)の東山パーマネントコースに同期をひきつれて定期的に出陣

する強者。そんな今年の新入生たちは有力選手が非常に多かったが夏合宿部内杯ではそれ

らの選手を下して見事新人 1 位。初めての上井出で発揮したナヴィゲーション力を生かし

て難易度の高い希望ヶ丘でも好成績が期待される。 

 

【古池将樹（京都大学）】 

 新入生の中で圧倒的なイベント参加率を誇る。同期への個人ラインアタックにより参加

者を増やす能力に定評があり、今大会の参加者を急激に伸ばした立役者である。トレにも

積極的に参加しており走力も随一。難しいテレインだが冷静にレースを進めることができ

れば十分に勝利が期待できる。 

 

【谷内優太（神戸大学）】 

 新歓初参加が奈良公園というエキセントリックな新人。経ウェイと称される経営学部の

所属だが、本人はウェイではないと主張している。サッカー部出身ということで、走力を
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活かした走りに期待したい。 

 

 

ＷＦクラス 

 

【鵜飼あや乃（京都大学）】 

 初めての新歓は東山、さらにひとりで東山に登りに行ったこともあるという京大 OLC 部

員の鑑。夏合宿では部内杯で上回生と同じコースを見事に完走するなど着実にうまくなっ

ており希望が丘で希望が多かろう()。 

 

【伊藤咲（京都女子大学）】 

 入部当初から高いコミュニケーション能力で知名度抜群のさきいとぅー。新人の中でも

高い参加率と好成績をのこしており、夏の部内杯では上回生を差し置いてあと一歩で入賞

のところまで来た。関西での新人女王の座にも期待がかかる。 

 

【中西未来（京都女子大学）】 

 39 期イチの癒し系。常に優しいオーラで周りの人を和ませている。高校ではワンゲル部

に所属し、夏の部内杯では新人の中で２位に輝いた。確実に力をつけているみくちゃんの

未来に期待！ 

 

【小笠原萌（奈良女子大学）】 

 奈良女子大学の小笠原萌です。香川県出身です。好きなうどんは肉ぶっかけです。地図

を読まずに突き進んでしまうことがよくあるので、気をつけたいと思います。 

 

【中村優花（奈良女子大学）】 

 最近、友達とながらジョギングをするのにはまっています。地図読み初心者で分からな

いことだらけですが、追いつけるように頑張ります。 


