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○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) 

 

 

○実行委員長挨拶 

春になり暖かくなってきましたが、花粉などがあり、皆さまい

かがお過ごしでしょうか。 

この度は、関西学連第三回定例戦にご参加いただき誠にありが

とうございます。今大会は、2016 年度にパーク O ツアー京都

大会で使用されて以来の「丹波自然運動公園」での開催となり

ます。1 年を締めくくるレースとして楽しんでいただければと

思います。気候は春ではありますが、怪我などには十分お気を

つけください。 

最後になりましたが、今大会の開催にあたってご協力をいただ

きました方々に厚くお礼を申し上げ、挨拶とさせていただきま

す。 

実行委員長 今松亮太 
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○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 スプリントトップスタート 

12:30 スプリントスタート閉鎖 

13:00 スプリント表彰 

13:30 スプリントゴール閉鎖，スコア O 競技説明 

13:40 スコア O スタート 

14:00 スコア O 終了 

14:20 スコア O 表彰 

 15:00 会場閉鎖 

 

 

○アクセス 

・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 
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・会場 

 丹波自然運動公園内「公園管理棟」 

 

【自動車でお越しの方】 

 正門から入場して頂き，下図の経路を通って会場に隣接の駐

車場をご利用下さい． 

【その他の方】 

 正門から入場して頂き，下図の経路を通って会場にお越しく

ださい． 

交通手段の如何によらず北門・南門からの入場は禁止いたします． 
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・会場レイアウト 

   

○受付 

・事前申し込みの方 

 会場にて，バックアップラベル・E カード(レンタルの方のみ)を

配布いたします． 

E カード番号の訂正，交換をご希望の方は受付までお越しくださ

い． 

 
・当日申し込みの方 

当日申し込みの方は，10:30～11:15 の間に受付にてお申し込み

ください． 

申し込み用紙に必要事項をご記入の上，以下の参加費をお支払い

ください．バックアップラベル・E カードをお渡しいたします． 

当日申し込みでの出走は，地図枚数に限りがございますのでお早

めにお申し込み下さい． 

  



6 

 

・参加費 

参加区分 当日申し込み 

学生 2500 

学連登録 1 年目 2200 

一般 2800 

日本学連賛助会員 2500 

高校生以下 
N/G クラス 

1900 

   

・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． 

  ・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 

地図販売は 12:30 から開始いたします． 

種類 値段 

各クラスコース図 300 

全ポスト図 500 

・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 11:00 に締め切り，11:15 より行います． 

・コンパス貸出 

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

ンパスご返却の際に返金いたします． 
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○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． 
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           ・コースプロフィール 

本テレインは主に 4 つのエリアに分かれており，それら

は橋でつながっている．各エリアで求められる技術が異

なるため，メリハリのある走りが必要だろう． 

ミドルシーズンで鍛えた技術を駆使できるレッグも多い

ため，ミドルからスプリントシーズンへの橋渡しとなる

レースにして欲しい． 

・コントロール位置説明 

 MA/MAS/WA/WAS については IOF 記号表記です． 

B/N/G は日本語表記です． 

・調査依頼 

本大会では調査依頼を受け付けません，ご了承ください． 

 

・クラス 

全クラス競技時間は 60 分です． 

クラス 対象者 距離(km) 登距離(m) 優勝設定時間 

MA 男子 3.1 80 15 分 

WA 女子 2.7 70 15 分 

MAS 男子短め 2.7 70 15 分 

WAS 女子短め 2.2 50 15 分 

B 中級者 2.2 50 15 分 

N 初心者 2.1 40 15 分 

G グループ 2.1 40 15 分 

※女性の M クラスへの出場は妨げません． 

・表彰 

 MA・WA クラスは上位 3 名，その他のクラスは上位１名

(G クラスは 1 グループ)を表彰いたします． 

 また，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 
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・競技上の諸注意 

 ・人口特徴物には地図に記載されていないものもあります． 

【記載があるもの】 

【記載がないもの】 

・テレイン内には苗木エリアが散見されます． 

 ルートチョイスによって通過しうるエリアの立ち入り禁止区域は地

図に反映されておりますが，通行可能であっても接触しないよう十

分ご注意ください． 

【立ち入り禁止】 
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【通行可能】 

 

・テレイン内にパーマネントポストがございますが，見え

ないように隠す等の対応は行っておりません．ご了承く

ださい． 

・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． 

・ピン付きシューズの使用は禁止いたします． 

・競技中に自動車が走行する可能性のある道を通過することがあ

ります．役員の指示に従い，十分に注意して通過してくださ

い． 
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・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． 

 

 

○競技の流れ 

・スプリント競技 

【スタート】 

会場からスタート地区までは青色テープ誘導で 1 分です． 

スタート地区にはアクティべートユニットを設置いたします．

スタート枠に入るまでにアクティベートを行ってください． 
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・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，3 分前枠にお

入りください． 

２分前…ひとつ前の枠に進み，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までは赤白テープ誘

導です． 

 

※遅刻の場合 

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，12:30 のスタート閉鎖時刻以降は出走できません． 

【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．途

中からテープを設置していない区間がございますが，誘導を

辿る際に支障はございません． 

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． 

ゴールから会場が視認できるため，会場までのテープ誘導は

ございません． 

【ゴール閉鎖】 

スプリントのゴール閉鎖は 13:30 となっております． 

競技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． 
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・スコア O 競技 

 【スタート】 

13:40 より一斉スタートいたします． 

スタート地区は会場横広場となっております． 

【ゴール】 

 14:00 までにゴールを通過してください． 

14:00 を超えた時点で 5 点，それ以降は 30 秒経過ごとに 5

点減点いたします． 

 

○大会中止時の連絡 

荒天等，何らかの理由で大会中止になる場合は，当日朝 7 時

までに関西学連やその他メーリングリスト・大会 HP にて告

知いたします． 

○その他 

・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． 

・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 

・会場への O-map「丹波自然運動公園」の持ち込みを禁止い

たします． 

・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． 

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． 


