
2018 年度
関西学生オリエンテーリング連盟

2018/10/8（月）公開

第二回定例戦 兼新人戦

プログラム
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大会概要

日程

主催

関西学生オリエンテーリング連盟

2018/10/14（日）　雨天決行・荒天中止

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

大会役員

実行委員長
運営責任者
競技責任者
コースプランナー
イベントアドバイザー

：近藤あゆみ
：今松亮太
：川島聖也
：桃本一輝
：近藤恭一郎

（奈良女子大学 2016 年度入学）
（大阪大学 2016 年度入学）
（神戸大学 2016 年度入学）
（大阪大学 2017 年度入学）
（京都大学 2014 年度入学）

会場

青少年旅行村ガリバーハット

場所

滋賀県高島市「ガリバーの森」
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実行委員長あいさつ

日に日に秋も深まり、スポーツに最適な季節となりました。

この度は、2018 年度関西学連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。
本大会は 2015 年度と同じく滋賀県高島市のガリバーの森での開催となります。
他の関西のテレインとは少し違った地形を是非お楽しみください。

また、今回は関西学連の新人戦も兼ねています。新入生の皆さんにはこれまでの練習の成果を
存分に発揮していただければと思います。 

最後になりましたが、本大会開催にあたり御理解、御協力をいただきました皆様に厚く御礼
申し上げます。

運営者一同、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。

交通

自家用車でお越しの方

国道 161 号「国道勝野」交差点を西方向へ。その後県道 296 号を道なりに約 8km。
ガリバーリリパットハウスを左折後看板に従い約 3km。

実行委員長　近藤あゆみ
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充分な駐車スペースがございます。駐車場からは紫色テープ誘導に従い会場にお越し下さい。
( 徒歩約 7 分 )

競技エリアを通過する可能性がございますので、必ずスタート開始時刻（10:30）までに
会場に到着するようお願いします。

道中の混雑も考えられますので、時間には余裕を持ってお越しください。

駐車料金は無料です。駐車場の入口にいるガリバー青少年旅行村の係員に、大会 Web ページ
（http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?itemid=1369）に掲載している
駐車券を提示してください。

公共交通機関でお越しの方

バス時刻表

JR 湖西線近江高島駅より高島市コミュニティーバス高島線（畑行き）に約 25 分ご乗車頂き、
「ガリバー旅行村」停留所下車後、紫色テープ誘導に従って会場までお越しください。
( 徒歩約 15 分 )

競技エリアを通過する可能性がございますので、必ずスタート開始時刻（10:30）までに
会場に到着するようお願いします。

近江高島駅 発

ガリバー旅行村 着

行き　高島市コミュニティーバス高島線（畑行き）

9:04

9:29

ガリバー旅行村 発

近江高島駅 着

帰り　高島市コミュニティーバス高島線（高島市民病院行き）

15:31

15:57

- 5 -

http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=34&itemid=1369
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会場周辺図

第三駐車場

広場

会場

足洗い場

炊事場
トイレ

トイレ

大型
駐車場

バス停

必ず大型駐車場から駐車してください。



出 

入 

口

会場レイアウト

計算センター受付公式掲示板

速 

報 

掲 

示
荷物置き場

公式掲示板では、競技情報やプログラムからの変更点を掲示するため、出走前に必ず
ご確認ください。
女子更衣室は設けていないため、更衣はトイレにてお願いいたします。
競技後等、泥のついた状態のままで会場に入らないようお願いいたします。会場の外には、
足洗い場がございます。

トイレ

足洗い場
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競技情報

競技形式

個人による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

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

「ガリバーの森」
2000 年度インカレショート実行委員会作成　2015 年京大 OLC 一部修正　NishiPRO 所有

（縮尺 1：10000　　等高線間隔 5m　　走行可能度 4 段階表示）

テレインプロフィール

ガリバー旅行記をモチーフにした大型遊具、木工やバウムクーヘンも楽しめる宿泊施設、
ガリバー青少年旅行村内とその近辺である本テレイン。大きな道を隔てて南東側は急峻な斜面を
主体としているものの、北西側は緩やかな斜面が大部分を占める。

インカレショート 2000 で使用されており、2015 年関西学連第二回定例戦には
「ワンノブザモストエキサイティングテレインズインクァンセイ」と呼ばれ、ここで開催された。

それぞれのエリア毎に柔軟に対応し、緩い中での地形や、比較的見通しの良い中での植生の
わずかな変化などを確実にとらえたオリエンテーリングの総合力を試されるテレインである。
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競技時間

90 分

ゴール閉鎖

14:00



コース情報

・台風の影響でテレイン内に倒木が見られます。競技の際は十分ご注意ください。
・WA クラスと MAS クラスのコース、N クラスと G クラスのコースはそれぞれは同一です。
・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、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 2018 年度関西学連新人王 / 新人女王として表彰
されます。ただし、関西学連以外の学連に所属する新人の方は MF、WF クラスの表彰対象外
となります。
・G クラスの方の地図は 1 グループ当たり 1 枚で、地図を追加される場合、一枚当たり
200 円がかかります。
・コース情報は変更となる可能性が御座います。その場合は、公式掲示板にて掲示を行います。

クラス 距離 (km)

3.4 40195

40

40

30

30

35

35

35

2.7

2.7

2.4

1.8

1.8

1.8

1.8

150

150

120

90

90

85

85

優勝設定時間（分）登高 (m)

MA

MAS

WA

MF

WF

B

N

G
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コースプロフィール

本テレインは東部の急峻なエリアと西部の平坦なエリアに 2 分されるため、精度の高い直進や
コンタ・ハイスピードでのナビゲーションなど多彩な技術を問われるコースとなっている。
アップも 5% ほどあるため、タフさも必要となるだろう。

【F コース】
F コースは男女共に例年よりやや難しめになっている、とは言え整地や丁寧なアタックを心が
ければ十分に回れるコースである。しっかりと準備をして臨んで欲しい。



9:00
9:00 ～ 10:30
10:30
12:30

14:00

15:00

開場
受付
トップスタート
スタート閉鎖
地図販売開始
ゴール閉鎖
表彰
会場閉鎖

当日の流れ

タイムスケジュール
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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。

ゼッケン

本大会ではゼッケンの着用は必要ありません。



事前申し込みの方

受付時刻は 9:00 ～ 10:30 です。

配布物置き場にて、バックアップラベルとレンタル E カード（レンタルの方のみ）を
お取りください。

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

9:00 ～ 10:30 の間に受付にお越しください。

当日申し込み用紙に必要事項を記入後、受付に提出し、参加費をお支払いください。
その場で E カード、バックアップラベルをお渡しします。

当日申し込みの方は全員レンタル E カードでの出走になります。

参加費は下記の通りです。

クラス

2000

1300

2500

2700

3000

金額

MA/MAS/WA

MF/WF

B/N/G

区分

学生

日本学連賛助会員

一般

学生新人

その他

受付
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・上記の参加費は、レンタル E カード代とガリバーの森への入村料を含んでいます。
・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「日本学連賛助会員」と
なります。 
・G クラスの方が地図を追加される場合、1 枚当たり 200 円がかかります。

コンパスの貸し出し

受付にてコンパスの貸し出しを行います。希望者は受付までお越しください。その際、
保証金として 3000 円をお預かりします。競技終了後、コンパスと引き換えに保証金を
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。

E カードレンタル

競技前

マイ E カードが故障していた場合や、マイ E カードを忘れた場合には、受付にて 1 枚 300 円で
レンタルできます。

レンタル E カードを破損 / 紛失された場合、弁償金 5000 円を頂きます。

会場～スタート地区 : 青色テープ誘導で徒歩 10 分です。

スタート閉鎖時刻は 12:30 です。閉鎖時刻以降の出走は認められません。

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。スタート枠に入る前に
アクティベートを済ませておいてください。また、給水も設置しています。

競技時

ウォーミングアップエリア

ウォーミングアップエリアは設けませんので、ウォーミングアップは会場からスタート地区まで
の誘導途中で行うようにお願いします。一般の来場者様のご迷惑となる場所でのウォーミング
アップはお控えください。
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スタート形式

3 分前：所定のレーンの 3 分前枠にお入りください。係員が E カード番号の確認を行います。

2 分前：コントロール位置説明をお取り下さい。

1 分前：係員が地図を配布します。

係員が地図を配布します。E カードの動作確認と注意事項の説明をお受けください。スタートの
合図とともに足元の地図を取って出走して下さい。

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。

1 分前

2 分前

3 分前

1 レーン

MA(10:30~) MF,WF(11:30~)MAS,WA,B,N,G
(10:30~)

2 レーン 3 レーン

遅刻枠
4 レーン

コントロール位置説明 コントロール位置説明 コントロール位置説明

スタートユニット

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、スタート閉鎖時刻（12:30）以降は出走できません。
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競技後

調査依頼・提訴

本大会では調査依頼を受け付けません。ご了承ください。

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 2018 年度関西学連新人王・新人女王として表彰されます。 

地図販売

12:30 より全コントロール図を 1 枚 500 円、コース図を 1 枚 300 円で販売します。

成績

成績は大会後に Lap Center（https://mulka2.com/lapcenter/）に掲載しますが、希望者には
大会後に成績表を郵送いたします。

200 円で承りますので、希望者は受付までお越しください。

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会場内計算センター
にて成績処理を行ってください。 

ゴール地区には給水を設置しています。

ゴールから会場までは緑色テープ誘導です。

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。

レンタル E カード、貸出用コンパスは計算センターにて回収いたします。
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今松亮太（運営責任者）

その他

・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
（http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?itemid=1369）、学連のＭＬ
などで連絡いたします。
・15:00 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。
・金属ピンつきシューズでの出走は妨げません。
・コンパスの貸し出しは用意しますが、数に限りがあります。
・お支払いいただいた参加費は原則として返還いたしません。お間違いのないようにお願い
致します。
・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。
・会場には救護用品を設置しております。
・一般の方や車との事故には十分注意して競技をしてください。
・本要項の内容について変更となる可能性が御座います。ご了承ください。
・ご不明な点、ご質問などございましたら、下記のメールアドレスまでご連絡ください。
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注目新人紹介

阪大・神大・奈良女子大
萱尾澄人（大阪大学）

部内杯では新人王の称号を手に入れ、先日のインカレスプリントでは MUF2 で 3 位に入賞し、
ますます速さに磨きをかけている萱尾くん。

同期内では同期をオリエンに誘うマンとなっているようで、オリエン熱も高い。新人戦での走り
にも期待がかかります。

竹重拓輝（大阪大学）

ミスの少ないオリエンをするのが特徴の竹重くん。入部直後の 6 月にみのおでミスのない
オリエンを繰り広げた。

また、髪型も相まって合宿で一部から修行僧みたいと言われストイックさが上がった (?) 。
新人戦での走りにも期待がかかります。

永山尚佳（神戸大学）

神大待望の（ほぼ）初の女子部員。オリエンティアの兄を持つというオリエンテーリング
エリート家系である。神大では女子が入ったということだけでも初めから期待を持たれていたが、
初期から練習会や大会で好成績を残しており競技面においても高い実力を持つことを示した。

その後も山梨での夏合宿の部内杯では新人女王の称号を獲得、秋インカレではロング・
スプリント共に新人１位を獲るという凄まじい記録を残し部員たちを戦慄させた。実際強い。
もはや新人といっていいのかどうかよく分からないが新人女王候補なのは間違いないだろう。 

三上芽生（奈良女子大学）

静岡県出身で、かるた部と兼サーしながらオリエンに励んでいます。

芋けんぴが大好きらしいので、優勝した暁には大量の芋けんぴをプレゼントすれば
きっと喜んでくれるでしょう！

吉居育美（奈良女子大学）

広島弁が最高に可愛いアクティブな女の子。財布の紐は超固い。もはや鎖。
電車に乗るといつも窓の外を楽しそうに見ている ( 可愛い )。

そんなよっしーのオリエンはとにかく真剣慎重！走り終わったら即復習！
完走直後のよっしー「もう１回走りたい」努力家の彼女なら、てっぺんとるのも夢じゃない！
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京都大

北野清子

京大 OLC40 期

実績：夏の京大杯 WE　5 位

貴重な 1 回生の女子である。元ハンドボール部の身体能力と、素直に聞
いたことを吸収する性格も相まって、最近めきめきと力をつけている。
部内杯である夏の京大杯では、先輩たちを抑え 5 位に入り入賞。女子新
人女王の座を得た。そこでインタビューをされたときの一言がこちらで
ある。

Q. 入賞した今の気持ちを教えてください。

A. 早くビールが飲みたいです。

・・・・彼女はいったい何を言っているのだろう。確かにその場は宴会の席であり、ビールはあっ
た。理由を聞いてみると、「今ならビールがまだ冷たいから早く飲みたいという気持ちが勝って
しまった。」ということらしい。ほとんど脊髄反射で会話をしているといっても過言ではなさそ
うだ。

また、そのあと 2 回生劇に新人女王枠として出たのだが、ここでも驚異的クオリティを発揮。
ここで著者は、京大 OLC37 期の伴選手の BOX でのある一言を思い出した。「良きオリエンティ
アは、同時によい芸人でもある。」と。確かに。よく考えたら思い当たる節は大量にある。この
理論にあてはめるのであれば、北野さんは今後もよきオリエンティアに向けて成長することが予
想される。

この調子で今後も様々な面で先輩をぶっ潰していってほしい。期待のキャラ爆弾系オリエンティ
アであった。

伊藤良助

京大 OLC40 期

実績：インカレスプリント MUF１　5 位

こちらも期待の一回生である。彼は入った当初から注目の
新人であった。
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理由はその名前にある。京大 OLC34 期「伊藤陵」選手と語感が同じというだけで入部当初
から抜群の知名度を誇るのが彼である。ちなみにあだ名は「りょういとー」。
もうそのままである。

かつて在籍した 34 期伊藤選手は、「意識さん」と呼ばれるほど様々な部分に対して意識が
高く、インカレでも選手権で活躍していた。対して彼はどうだろう。

・1 年生として入部した瞬間からオリコムを読み込んで、先輩より大会日程に詳しい。

・1 年生として入部した瞬間からラップセンターを漁って、先輩でも忘れているような
過去の記録まで知っている。

・1 年生として入部した瞬間から毎日トレに励み、先輩に質問をし、細かく丁寧な
アナリシスを投稿中。

もはや狙っているとしか思えない。意識が高すぎる。成長速度はんぱないって。
そんなんできひんやん普通。そして、その努力を鼻にかけるということはなく、常に謙虚
である。もともと爽やかイケメンで、性格も謙虚で努力家、このままオリエンも早くなったら
隙がない。

高クオリティのため普通にモテそうである（本人は否定している）。このように意識の高い
オリエンティアであり、今後も大きな成長が期待される新人である。
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京都女子大

上原珠美
食物栄養学科　
あだ名「たまちゃん」
しっかりものでとっても優しい。
好きな食べ物はゴーヤとレモン。
元陸上部。兵庫出身。

あなたにとってオリエンとは？

「まだまだ、難しいと思うことは多いけど、
自然を感じながら楽しく運動できる最高のスポーツ！」

意気込みをお願いします！

「分岐で間違えないように頑張ります！」

岩佐瑞穂

史学科　
あだ名「みずほ・おみず (?)」
少しおっちょこちょいな美人さん。
元陸上部。石川出身。

あなたにとってオリエンとは？

「致命的な方向音痴やから難しいけど楽しいもの」

意気込みをお願いします！

「なるだけツボらないように頑張ります。」
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