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5.3 テレインプロフィール 

テレインである播磨中央公園は，多くの森や芝生広場や池を有し，サイクルランド，遊技

場，植物園などの施設を持つ，典型的な総合公園となっています．芝生地は，よく手入れ

されているため，気持ちよく走ることができます．森の植生に関しては，公園全体として

は概して可能度はよくありませんが，下草の手入れが行き届いた走行可能な部分も多く存

在します． 

（第 32回ウエスタンカップリレーオリエンテーリング大会 プログラムより引用 一部修 

 正） 

5.4 コースプロフィール 

ルートチョイスが多くなるように設定し，選択を誤れば差がつくようなコースとなって

いる．さらに，テレインが山がちで，登高量が多く，最後まで走りきる体力・走力，そ

して，疲労状態でも集中を維持できる精神力が必要となっている．まさに心・技・体の 3

つが揃っていないと攻略できないコースとなっている． 

 

5.5 クラス別コース情報 

 

 

 

 

 ・距離は実走距離を表しています.  

 ・全クラス競技時間は 30分です. 競技時間を越えた場合は失格となりますので, ご注意 

  ください.  

 ・W50A, M75Aクラスは申し込みが無かったため, 廃止しました.  

 ・コース途中に救護所, 給水所は設けません. 受付に救急箱を設置します.  

5.6 代表選手選考 

日本学生オリエンテーリング連盟技術委員会の発表及び日本学生オリエンテーリング選

手権大会スプリント競技部門関西地区代表選手選考会実施基準に従い, 男女それぞれに

ついて関西学連に与えられた代表選手枠のうち, 代表選手枠から免除者と推薦枠を除い

た人数を本大会選手権クラスの上位者から順に選出する.  

代表選手枠は以下のリンクに公開されています.  

http://orienteering.com/~uofj/gijutsu/media/document/20170702-2017sprint.pdf 

 

＜選考免除者＞ 

 大阪大学 ２年  出田 涼子 

クラス 距離(km) 登距離(m) 優勝設定時間(分)
MA 3.0 105
M35A 2.4 80
M50A 2.2 80
M65A 2.0 70
M15A 1.9 55
MF 1.9 55
B 1.9 55
G 1.9 55

15

クラス 距離(km) 登距離(m) 優勝設定時間(分)
WA 2.4 80
W35A 2.0 70
W65A 1.9 65
W15A 1.4 25
WF 1.4 25
N 1.4 25

15

http://orienteering.com/~uofj/gijutsu/media/document/20170702-2017sprint.pdf
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5.7 パンチングシステム 

・全てのクラスでタッチフリーSIを使用します.  

・SIカードは, 先端が 10秒間隔で黄緑色に発光します.  

  ・パンチが成功すると, SIカードの先端が赤色に点滅し, 音が鳴ります. ステーションは 

光と音を発しません. 必ず自分の SI カードの音か光を確認してください.  

・タッチフリーSIの使用に不慣れな競技者が多いことが予想されますので, 会場内に練 

  習用の SI ステーションを設置します. 出走前に動作の確認をしてください.  

・GPS時計は SI カードと同じ腕につけないでください. GPSアンテナが SIカードの感度 

を大きく低下させます.  

  ・競技中, タッチフリーパンチが反応しない場合でも通常の差し込みパンチは機能する可 

能性があります. 差し込みパンチも反応しない場合は, コントロールに備え付けられ 

ている針式パンチを用いて, 地図表面にあるリザーブ欄 (Rと記された四角形の欄) に 

パンチしてください.  

・針式パンチを使用した場合は, フィニッシュ後会場内の計算センターにて SIカードの 

 読み込みを行う際に, その旨を申し出てください.  

 

5.8 スタート 

5.8.1スタート地区 

 ・競技開始時刻は 11：00です. 

 ・スタート閉鎖時刻は 12：30です. これより遅れますとスタートできません. 

・会場からスタート地区までは徒歩約 20分, 青テープ誘導です. 

・SI カードをお持ちでない方, 関西学連スプリントセレ選考クラスの競技者でナンバーカ

ード（次項参照）をつけていない方は出走できません.  

 5.8.2ナンバーカードについて 

  ・関西学連スプリントセレ選考クラスの競技者はナンバーカードを胸の位置に見やす 

くつけてください. 

  ・ナンバーカードおよび安全ピンは各自でご用意ください.  

            

 

                                        

 5.8.3スタート方法 

  ・スタート枠に入る前に, SIカードのクリアとチェックを行い, 動作するかを確認してく

ださい. 動作しない場合は係員へお申し付けください. 

・スタート時刻の 3 分前になりましたら, 所定の枠にお入りください.  

 

ナンバーカードにはスタートリストに記載さ

れたご自身の番号を書いてください. 

記入例） 
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・2分前になりましたら, 1つ前の枠にお進みください. 2分前枠でコントロール位置説明

表を配布いたします. 寸法 180mm×60mm 以下です.  

・1 分前になりましたら, １つ前の枠にお進みください. そこで係員の指示に従ってくだ

さい. 

・スタートの合図と同時に，地図を取ってスタートしてください. 

・スタート地区からスタートフラッグまでは赤白テープ誘導です. 

・地図上の△はスタートフラッグの位置を示しています. 

 5.8.4遅刻者への対応について 

 ・遅刻をした場合は係員にお申し付けください.  

・関西学連スプリントセレ選考クラスの競技者が自身のスタート時刻に遅れた場合は失 

 格となります.  

    ・遅れて出走した場合も, ゴール閉鎖の時間までに必ずゴールを通過してください.  

 

5.9 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. 

・ゴール閉鎖は 13：00 です. 必ずこの時間までにゴールを通過してください. 閉鎖後の

計時は一切行いません.  

・スタート閉鎖時刻（12：30）以前にゴールした方については, 地図を回収いたします. 

・フィニッシュ後は係員の指示に従って会場へ戻ってください. ゴールから会場までは緑

テープ誘導です. 

・会場へ戻ったら, 速やかに計算センターを通過してください. SI カード, レンタルされ

たコンパスはこちらで回収いたします. コンパスの返却と引き換えにお預かりした保

証金を返金いたします.  

 

5.10 成績速報 

  会場にて随時成績速報を掲示いたします.  

 

6.パーク O ツアーin 関西について 

 ・本大会はパーク Oツアーin関西 2017第 2戦関西学連大会として開催します. パーク O 

  ツアーin関西 2017は, 近畿６府県 (京都府, 大阪府, 滋賀県, 和歌山県, 奈良県、兵庫 

県) 及び関西学連主催において開催されるパーク O大会において成績をポイント化し,  

ポイントの高い方から３レースのポイントの合計により各クラスの年間チャンピオン 

を競います. 各クラスのポイントは下表のとおりです.  

 ・エントリー数が 10 名未満(MAは 15名未満)の場合は, エントリー数を１位の得点とし, 

  以下 1点ごと減点とします.  
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  ＜ポイント表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Extra クラス, 再入山 

・追加のレースとして Extraクラスを実施します. コース情報は当日に公開します.  

・当日申し込みのみの受付とし, 参加費は 300円です. 年間申し込みの対象外とし, 年 

 間申し込み者も 300円払っていただきます. 地図枚数には限りがあります. 

・12:30から受付を開始します. 受付時に SIカードを再配布し地図をお渡しします. 競技 

開始は 13:00です. フリースタートです. 各自で自由にスタートしてください. クリア 

とチェックを忘れずに行ってください. スタート閉鎖は 14：00, ゴール閉鎖は 14:30 

です. 

・Extraクラスは, 今年度スプリントセレ以降のレースとして扱われます. つまり, 代表 

  選手選考には影響しません.  

・Extraクラスの競技開始と同時にテレインへの再入山を許可します. 全コントロール図 

を購入して回っても構いません. 再入山は受付不要です. レースの復習等に利用して 

ください. 14:30までに会場に帰ってきて下さい.  

 

8.注意事項･お願い 

・本大会出場予定の者のオリエンテーリング目的での O-Map「播磨中央公園」範囲内へ

の立ち入りを, 本大会開始まで禁止いたします. 

・会場内への O-Map「播磨中央公園」及び該当区域の地図の持ち込みを禁止します. た 

だしこのプログラムの持ち込みは許可します.  

※以上 2点の禁止事項について違反が発覚した場合, 学校単位で失格になる可能性があ

ります. ご注意ください. 

 ・地図に表記されている立ち入り禁止区域には絶対に立ち入らないでください. 立ち入り

が発覚した場合, 当該選手は失格となります.  

 ・ピン付きシューズの使用を禁止します. 

 ・肌を露出しない服装を推奨します.  

 ・公園内にいる一般の方との接触等は重大な事故になる可能性があります. 競技中は注意

してください. 

・参加者がご自身, 第三者に対して与えた損害, 損失について主催者, 主管者は一切責任

を負いません.  
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・傷害保険には加入しますが, 補償には限度がありますので, 各自お気を付けください. 

・ごみは各自でお持ち帰りください. 

・各自で熱中症対策をしてください. 

・各大学で新人への指導の徹底をお願いします（立入禁止区域, ゴール閉鎖時刻の厳守な

ど）. 

・速報等に対して疑義がある場合は, 調査依頼を受付ます. 本部にある所定の用紙に必要

事項を記入して, 本部に提出してください. 競技責任者が回答し, 回答は公式掲示板に

掲示します. 大会当日の調査依頼の締切時刻は, 13:00です.  

・調査依頼に対する回答に不服がある場合は, 提訴することができます. 調査依頼への回

答が公式掲示板に掲示された時刻から 15 分以内に, 文書(書式自由)にて裁定委員に提

出してください. 提訴に対しては, 裁定委員会が裁定を行います.  

・参加者の中からこちらの判断で裁定委員を選出し, 依頼する場合があります. ご協力お

願いいたします. 裁定委員(3名)のお名前は, 公式掲示板に出します. 

 

9.大会中止の連絡 

 悪天候で本大会を中止する場合, 当日 6時半までに大会ＨＰに掲載するとともに, 関西学

連メーリングリストにて連絡させていただきます.  

[大会 HP] 

http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=33&itemid=1204 

 

10.お問合せ 

ご不明な点・質問などございましたら以下の連絡先までお問い合わせください. 

 大会公式アドレス：kansaisprint□gmail.com (□を@に変えてください) 

 

 

Special Thanks！ 

滝野温泉ぽかぽ 

兵庫県加東市滝野 1283-1     播磨中央公園より北西に約 1km 

[HP] http://www.pokapo.jp/ 

大会終了後にぜひお立ち寄りください.  

http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=33&itemid=1204

