
 

 

 

2019 年度関西学生オリエンテーリング連盟 

第 1 回定例戦 

要項 2 

 大会概要 

・日時   ２０１９年５月１９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   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：      片岡佑太（大阪大学    ２０１７年度入学） 

         競技責任者：      堤紀子  （奈良女子大学 ２０１７年度入学） 

         運営責任者：      窪田信司（大阪大学    ２０１７年度入学） 

         コースプランナー：   吉田薪史（大阪大学    ２０１７年度入学） 

         イベントアドバイザー： 吉岡英晃（京都大学     ２０１８年度卒業） 

 

・開催地 

滋賀県大津市 大津湖岸なぎさ公園 

 

・会場   

滋賀県立武道館 

 

 

 

 



 

 

・会場へのアクセス 

【電車をご利用の方】 

JR琵琶湖線＜大津駅＞      …… 徒歩約 30 分（約 2.5ｋｍ） 

                           バス約 10 分・馬場１丁目県立体育館前下車徒歩約 5 分 

JR琵琶湖線＜膳所駅＞      …… 徒歩約 20 分（約 1.6ｋｍ） 

京阪電鉄＜京阪膳所駅・錦駅＞ …… 徒歩約 15 分（約 1.1ｋｍ） 

 

【自家用車をご利用の方】 

名神高速道路＜大津 IC＞ …… 約 10 分（約 3.5ｋｍ） 

会場横に有料駐車場がございます。絶対に路上や近隣施設に駐車しないでください。 

 

周辺地図： 

  

 

・タイムテーブル  

９：３０   開場・受付開始  

１０：２０   初心者講習開始 

１１：００   スプリント競技トップスタート 

１４：１５   リレー競技スタート 

 

 

 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】スプリントリレー（３人） 

 

 



 

 

・使用地図 

「サンシャインビーチ」（JSSOM２００７準拠）  滋賀県オリエンテーリング協会作成 

（調査・作図：平島俊次、大島健一  調査期間：2014年 1 月～３月  再調査：２０１６年５月～６月） 

縮尺 １：５０００  等高線間隔 ２ｍ  走行可能度４段階表示 

A4 サイズポリ袋密封済み 

 

・テレインプロフィール 

サンシャインビーチは琵琶湖の湖西に位置する南北に長い公園で、公園内には人口の砂浜もあります。 

平坦で舗装路が広く通っており、見通しも良好なため、走行可能度は総じて高くなっています。 

なお、本大会においては他の団体のイベントの関係上砂浜は立ち入り禁止となります。 

 

・クラス 

スプリント競技（午前） 

クラス 対象 優勝設定時間 表彰対象 

MA 男子一般 15 分 

上位 3 位まで 
WA 女子一般 15 分 

MF 男子新入生 15 分 

WF 女子新入生 15 分 

N 初心者 15 分 上位 1 位まで 

G グループ 15 分 上位 1 位まで 

※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。女性の M クラスへの出場は可能です。 

 

リレー競技（午後） 

クラス 対象 優勝設定時間 

旧人クラス １走、３走 10 分 

新人クラス ２走 10 分 

 

・初心者講習会 

１０：２０ より初心者向けの講習会を行います。 

 

・テレインクローズ 

定例戦実施規則に従い、開催日 6 週間前の４月７日（日）以降、本大会出場予定者の 

O-Map「サンシャインビーチ」へのオリエンテーリング目的での立ち入りを禁止いたします。 

 

 



 

 

 申し込み・参加費 

・申し込み 

【申し込み締め切り】 

5 月 5 日（日） 

 

【申し込み方法】 

1. E メールでの申し込み 

ホームページから申し込みフォームをダウンロードし、必要事項を明記の上、E メールに添付して大会メ

ールアドレスに送信してください。 

このとき、件名を「一定申し込み」にしてください。 

また、送信後、参加費を振り込んでください。（振込の方法は下記の振込方法参照） 

 

2. JOY(Japan-O-entrY)での申し込み 

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・プリペイドカード決済・銀行振込決済の 3 種類が利用可能です。 

 

3. 会場申し込み 

4 月 28 日（日）の大阪 OLC 春の練習会にて大会会場での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。 

 

なお、本大会では郵送によるお申し込みを受け付けておりません。予めご了承ください。 

 

【リレーの申し込みについて】 

リレー参加の申し込み、リレー参加費の支払いも上記の 3 通りの方法から行えますが、リレーの走順のエ

ントリーのみ独立して Google フォームで行っております。リレー参加者は回答するようよろしくお願いいたし

ます。なお、回答内容は公開しませんので、回答の際にご回答内容をあらかじめお控えください。 

 

Google フォーム URL 

https://forms.gle/4q8Az8QEe4HB5Kqo7 

 

【振込方法】 

E メールでの申し込みの方は下記口座まで参加費をお振込みください。 

申し込みと入金後、1 週間以内に確認メールが帰ってこない場合はお手数ですが大会メールアドレスま

で再度お問い合わせください。 

https://japan-o-entry.com/
https://forms.gle/4q8Az8QEe4HB5Kqo7


 

 

名義： ナガエコウタロウ（ゆうちょ銀行からのお振り込みの場合）  

記号：14170 番号：30774941 （他金融機関からのお振り込みの場合）  

店名：四一八（読み：ヨンイチハチ） 店番：418 普通預金 口座番号：3077494 

 

【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３０００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いたします。  

 

【大会メールアドレス】 

ichitei2019☆gmail.com（☆を＠に変えて送信してください） 

 

・参加費 

参加区分 事前申し込み 当日申し込み リレー（1 名あたり） 

学生 １８００円 ２４００円 ＋３００円 

学生新人 ５００円 ８００円 ＋２００円 

日本学連賛助会員 １８００円 ２４００円 ＋３００円 

一般 ２１００円 ２６００円 ＋３００円 

高校生以下 ５００円 ８００円 ＋３００円 

N・G １０００円 １３００円 ＋３００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。 

※事前申し込みの方で Ecard をレンタルされる場合、上記金額に＋３００円となります。 

※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３００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。なお、上記の料金はレンタル Ecard代を

含んでおります。 

 

・地図販売 

種類 値段 

各クラスコース図 ３００円 

全ポスト図 ５００円 

 

 



 

 

 

 注意事項 

・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． 

  

・競技中の服装は、公序良俗に反するものは禁止いたします。  

  

・金属ピンのついた靴での出走は禁止いたします。  

  

・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。  

 

・お支払いいただいた参加費は原則返還いたしません。 

 

 

 お問い合わせ 

ご質問、ご不明な点などございましたら、お手数ですが以下のアドレスまでご連絡ください。   

大会用メールアドレス ： ichitei2019☆gmail.com（☆を@に変えてください）  

 

 

※プログラムは大会 1 週間前に公開予定です。 

※要項２の内容については変更となる可能性がございます。ご了承ください。 


