
2018 年度関西学連第三回定例戦 

要項２ 

 
○大会概要 

 

・日時 2019 年 3 月 30 日(土) 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 京都大学オリエンテーリングクラブ 

    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 

 

 

・大会役員 

 実行委員長     今松亮太 (大阪大学 2016 年度入学) 

 運営責任者     藤本拓也 (京都大学 2016 年度入学) 

 競技責任者     沖中陽幸 (京都大学 2016 年度入学) 

 コースプランナー  片岡佑太 (大阪大学 2017 年度入学) 

 イベントアドバイザー 田中創 (大阪大学 2015 年度入学) 

 

 

・タイムテーブル 

 10:30 受付開始 

 11:15 当日申し込み終了 

 11:30 スプリント競技トップスタート 

 14:30 スコア O 競技終了 

  



 

・交通 

 (ⅰ) 自動車でお越しの場合 

京都市内から約 60 分（国道 9 号線～京都縦貫自動車道丹波 I.C） 

「丹波 I.C」から約 5 分「京丹波みずほ I.C」から約 10 分 

無料駐車場有 

(ⅱ) JR ご利用の場合 

京都駅から山陰本線で「園部」駅下車、 

JR バス（桧山方面）に乗換えて「自然運動公園前」バス停下車 

 

 

・会場 

 丹波自然運動公園内「公園管理棟」 

  



 

○競技情報 

 

・開催地 京都府船井郡京丹波町「丹波自然運動公園」 

 

・競技形式  

【午前】 

個人によるポイントオリエンテーリング スプリント競技 

【午後】 

  スコア O （20 分） 

 

・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 

「丹波自然運動公園 2016」 

(みやこ OLC  2016 年作成, 2019 年一部修正) 

縮尺 1:5000 等高線間隔 2m 走行可能度 4 段階表示 

 

・テレインプロフィール 

 丹波自然運動公園は変化に富んだ公園です． 

北側には遊具や生垣が点在し歩道が細かく発達した公園エ

リアが広がり，中央～南側にはテニスコートや競技場，不

整地が点在しています． 

また小高い丘が多数存在し全体的に高低差が大きいテレイ

ンです． 

なお樹木の保護のため，立ち入り禁止のエリアが一部存在

します． 

  



 
・クラス 

クラス 対象者 優勝設定時間 

MA 男子 15 分 

WA 女子 15 分 

MAS 男子短め 15 分 

WAS 女子短め 15 分 

B 中級者 15 分 

N 初心者 15 分 

G グループ 15 分 

※各クラスの上位者に加え，MA・WA における学連登録 1 年目

の最上位者を表彰いたします． 

※女性の M クラスへの出場は妨げません． 

 

・テレインクローズ 

 関西学生オリエンテーリング連盟定例戦実施規則第 16 条に

従い，開催日 6 週間前の 2 月 16 日(土)以降，本大会出場予

定者の下記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． 



 

      ○参加費 

参加区分 事前申し込み 当日申し込み 

学生 1900 2500 

学連登録 1 年目 1600 2200 

一般 2200 2800 

日本学連賛助会員 1900 2500 

高校生以下 
N/G クラス 

1400 1900 

   ・【事前申し込みの方】 

E カードをレンタルされる場合，上記金額に＋300 円されます． 

  ・【当日申し込みの方】 

レンタルカードのみとなっております，ご了承ください． 

    なお E カード代は参加費に含まれています． 

・上記の値段は午後のスコア O 参加費も含んでおります． 

・「学連登録 1 年目」「学生」には，関西学連以外の学連に所属す 

る学生も含みます． 

  ・各大学院生の参加区分は，「学生」となります． 

  ・プログラム/成績表の郵送をご希望される方は１枚 300 円でお送り 

いたします． 

  ・G クラスの地図は 1 グループにつき 1 枚です．追加で必要な方は， 

受付にて 1 枚 300 円でお渡しいたします． 

  ・レンタル E カードを破損された場合，弁償金 5000 円を頂きます． 

 

 

           地図販売 

 

種類 値段 

各クラスコース図 300 

全ポスト図 500 

 

  



 

      ○申し込み 

申し込み締め切り：3 月 18 日(月) 

     ・申し込み方法について 

         ➀ JOY からのお申し込み 

     Japan-O-entrY のトップにある本大会の詳細ページから 

専用のフォームを通してお申し込みください． 

リンク：https://japan-o-entry.com  

参加費は，申し込む際の案内に従ってお支払いください． 

なお JOY では，クレジットカード決済・プリペイド決済・銀

行振り込み決済の 3 種類が利用可能です． 

     ➁ メールでのお申し込み 

ホームページより，申し込みフォーム（.xlsx 形式）をダウン

ロード後，必要事項を記入し，ファイルを添付の上，以下の

アドレスまでお送りください. 

その際，件名を「定例戦申し込み」 としてください． 

※G クラス参加者は，氏名欄には代表者の名前を書き，備考

欄に他のチームメンバーの名前をお書きください． 

 

送信先： kansai3tei2018[at]gmail.com  

([at]→＠に変更してください) 

  その後下記口座まで参加費をお振り込みください． 

  申し込みと入金を確認次第，確認メールをお送りします． 

申し込みと入金後，1 週間以内に確認メールが返ってこない

場合は，お手数ですが上記のメールアドレスまで再度お問い

合わせください． 

https://japan-o-entry.com/


 

 

     ➂ 他大会での会場申し込み 

         以下の大会会場において申し込み受付を行います． 

    参加費はその場で現金にて承ります． 

  ・2/17 第 35 回ウエスタンカップリレー大会 

  ・3/2 名椙技術課レース 

  ・3/16,17 インカレミドルリレー 

 

   ※本大会では郵送によるお申し込みは受け付けておりません． 

   誠に申し訳ありませんが，会場申し込み等のご利用をお願いいたします． 

 

 

・参加費振り込み先 

メールでの申し込みを利用される方は以下の口座に 

参加費をお振り込み下さい． 

 

名義：徳地 研人 

（ゆうちょ銀行からのお振り込みの場合） 

記号：14690 番号：11112401 

（他金融機関からのお振り込みの場合） 

店名：468 （読み：ヨンロクハチ） 

店番：468 普通預金 口座番号：1111240 

  



 

○広報 

・丹波自然運動公園内には宿泊施設もございます(一泊:￥2,900～) 

遠方から来られる方は利用してみてはいかがでしょうか． 

http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/stay/ 

・またお弁当の販売もございます，注文される方は関西学連 HP 

から申し込みフォームに個数を記入して上記のアドレスまでお 

送りください． 

 

○その他 

・当日は他団体のイベントも同時開催されており，公園内に

多数の一般客がいることが予想されます．接触等には十分

ご注意ください． 

・お支払いいただいた参加費は原則，返還いたしません． 

・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． 

・ピン付きシューズの使用は禁止いたします． 

・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． 

http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/stay/


 

〇お問い合わせ 

kansai3tei2018[at]gmail.com  

[at]→＠に変更してください． 

 

※上記内容は変更する可能性があります． 

※プログラムは大会 1 週間前に公開予定です． 


