
 

〇大会概要 

 開催日 

２０１８年５月１３日 (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 

京都大学オリエンテーリングクラブ 

京都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：佐野萌子（京都女子大学 2015 年度入学） 

運営責任者：山本明史（京都大学 2015 年度入学） 

競技責任者：伴広輝（京都大学 2015 年度入学） 

コースプランナー：小池椋介（京都大学 2016 年度入学） 

イベントアドバイザー：岩城大行（大阪大学 2014 年度入学） 

 場所 

皇子が丘公園(滋賀県大津市) 



 会場 

皇子が丘公園展望広場(青空会場) 

＊雨天時の対策は各クラブ・個人でご用意ください。 

 会場へのアクセス 

・「大津京駅」(JR 湖西線)より徒歩約１５分 

・「大津京駅」(京阪)より徒歩約１５分 

・自家用車(非推奨) 

名神高速道路「京都東」IC より約２０分 

 ＊公園内の駐車場の容量には限りがあります。できる限り公共交通機関でいら

してください。 

 受付開始時間 

９：３０～(予定) 

 

 

 

 

 



〇競技情報 

 競技形式 

ポイントオリエンテーリング(EMIT 社製電子パンチングシステムを使用)  

【午前】スプリント競技 

【午後】３人リレー 

 使用地図 

「三井の晩鐘」(JSSOM2007 準拠) 
調査・作図 大島健一・西尾信寛・平島俊次(2008 年 1 月) 

修正調査  西村徳真(NishiPRO)(2013 年 3 月、2016 年 2 月) 
を一部修正 

縮尺 1：4000 等高線間隔 2.5m 走行可能度 4 段階表示 

A４サイズ ポリ袋封入済み 

 テレインプロフィール 

公園内の大部分が走行可能度の高い植生で構成され、その中を舗装道をは
じめとする多数の線状特徴物が縦横無尽に走っています。舗装道が立体交
差する区画、池や水路が多くある区画、石材でできた特徴的な遊具がある
区画などバラエティに富んだテレインです。また、高低差が最大 50m 程度
の片斜状のテレインであり、展望のきく地点が随所に存在します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 クラス 

・スプリント競技(午前) 

クラス 対象者 優勝設定時間 表彰対象者数 

MA 男子一般 約 15 分 

上位３位まで 

WA 女子一般 約 15 分 

MF 男子新入生 約 15 分 

WF 女子新入生 約 15 分 

N 初心者 約 15 分 

上位１位のみ 

G グループ 約 15 分 

 
＊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が、女性の M クラスへの出
場は可能です。 

・リレー競技(午後) 

リレー走順 優勝設定時間 

１走、３走 約１５分 

２走(短め) 約１３分 

＊リレーのクラス分けはございません。 

＊リレーのオーダー用紙は当日配布致しますので、それに記入して受付ま 

 で提出してください。 

 

 

 



 スタート時間 

  【スプリント競技(午前)】 １１：００～ 

【リレー競技(午後)】 １３：３０～ 

 初心者講習 

１０：１５頃より初心者向けの講習を行います。 

 トレーニングテレイン 

本大会ではトレーニングテレインを設けません。 

 テレインクローズについて 

定例戦実施規約に従い、開催日６週間前の４月１日(日)以降、本大会出場予
定者の O-Map「三井の晩鐘」（下図の赤線で囲まれた範囲）へのオリエン
テーリング目的での立ち入りを禁止致します。 

（＊図は Google マップより） 

 

 

 

 

 

 

 

(詳しい地図はこちらをご覧ください。) 

https://drive.google.com/open?id=1-Y_qBpjhnYnbW3I0EsmH3PLv4dxCO5OJ&usp=sharing


 場所 

皇子が丘公園(滋賀県大津市) 

 

 

〇申し込み、参加費 

 申し込み方法 

申し込み締め切り：5 月 3 日(必着) 

＊参加費の振り込みも締め切り日までにお済ませください。締め切り日まで に
ご入金が確認できない場合、申し込みを取り消させていただく場合がございま
す。 

 

１、メールでの申し込み方法について 

大会 HP 掲載の申し込みフォーム(Excel ファイル)に必要事項を記入し、メール
に添付して以下のメールアドレスに連絡してください。その後下記口座まで参
加費合計金額をお振込みください。 

フォームと入金の確認をした後、申し込み完了のメールをお送りいたします。
メールの送信と参加費のお振込みから一週間以上返信のない場合は、お手数で
すが、以下のメールアドレスまでお問い合わせください。 

 

【メール送信先】 

大会用メールアドレス：ittei2018☆gmail.com(☆を@に変えてください) 

 

 

２、郵送での申し込み方法について 

大会 HP 掲載の申し込み用紙(PDF ファイル)を印刷の上、必要事項を記入し、
申し込み用紙を以下の宛先まで送付してください。参加費の振り込みにつきま
しては、メールでの申し込みと同様になります。 

 

【郵送先】 

〒581-0015 大阪府八尾市刑部 4-372 

山田将輝 行き    

 
 



【参加費振込先】 

・ゆうちょ銀行からの振り込み 

[記号]14120 [番号]56510191 [名義]ヤマダマサキ 

・ゆうちょ銀行以外からの振り込み 

[店名]四一八 [店番]418 [預金種別]普通預金 [口座番号]5651019 

 
 

３、JOY による申し込み方法について 

 JOY(Japan-O-entrY)はオリエンテーリング大会専用の申し込みシステムで
す。登録不要で利用できます。下記リンクにアクセスし、JOY システムの手順
に沿って、申し込み及び参加費の振り込みを行ってください。 

【Japan-O-entrY URL】 

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

４、他大会会場での申し込み方法について 

下記の大会の会場にて申し込みを承ります。本大会の看板を持った京大京女
OLC 部員に声をおかけください。参加費は現金にて承ります。 

・あいな里山公園大会(4/22) 

  ・大阪 OLC 春の練習会(4/29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 参加費 

参加区分 事前申し込み 当日申し込み E カードレンタル リレー(1 名あたり) 

学生新入生 500 円 500 円 

＋３００円 ＋３００円 

上記以外の学生 1700 円 2200 円 

学生(高校生以下) 500 円 500 円 

一般 2000 円 2500 円 

日本学連賛助会員 1700 円 2200 円 

G(1 グループあたり) 1000 円 1000 円 

＊学生新入生は、学連未登録、ないしは学連登録初年度の学生を指します。 

＊リレーの当日申し込みにおける参加費は同様に３００円ですが、すでに参加
を決めておられる場合は、なるべく事前に申し込みを行うようお願い致しま
す。 

＊G クラスの地図の枚数は 1 グループにつき 1 枚です。地図の追加は 1 枚３０
０円で承るので、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。 

＊プログラム郵送は３００円にて承ります。 

＊レンタル Ecard を紛失された場合は、弁償金として５０００円をいただきま
す。 

＊当日申し込みの方はレンタル Ecard による出走となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇注意事項 

・当日は、一般の方の公園利用もあり、混雑が予想されます。接触にはくれぐ
れもご注意ください。 
 
・競技中の服装は、公序良俗に反するものは禁止致します。 
 
・金属ピンのついた靴での出走は禁止致します。 
 
・本大会は傷害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。貸し出しの際に保証金として
3,000 円をお預かりさせていただきますが、コンパスをご返却される際にお返
し致します。 
 
・お支払いいただいた参加費は原則返還致しません。 

 

 

 

〇プログラムは大会一週間前に公開いたします。 

 

 

 

 

 

〇お問い合わせ 

ご不明な点、ご質問などございましたら、お手数ですが、下記の連絡先までご

連絡ください。 

大会用メールアドレス：ittei2018☆gmail.com(☆を@に変えてください) 


