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2019年度 関西学生オリエンテーリング連盟 

第二回定例戦 兼 新人戦 

プログラム 

 

１.大会概要 

● 開催日 

2019 年 10月 20 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 

● 後援 

滋賀県オリエンテーリング協会 

● 大会役員 

実行委員長  ：鈴木沙綾 （京都女子大学 2016 年度入学） 

運営責任者  ：荒木亮哉 （京都大学 2016 年度入学） 

競技責任者  ：岩井龍之介（京都大学 2016 年度入学） 

コースプランナー ：大野絢平 （京都大学 2016 年度入学） 

イベントアドバイザー ：稲岡雄介 （大阪大学 2015 年度入学） 

● 場所 

滋賀県大津市「源内峠」 

● 会場 

びわこ文化公園「わんぱく原っぱ」  



２.実行委員長あいさつ 

 

紅葉の候、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。 

この度は、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。 

本大会で使用する「源内峠」は、2017 年度ウェルカムリレーで使用されて以来 2 年ぶり

の大会開催となります。今後工事によりテレインの一部が使えなくなる可能性がありま

す。源内峠全域を堪能できる最後のレースを是非お楽しみください。 

また、この定例戦は半年間競技を続けてきた新人が実力を発揮する晴れ舞台でもありま

す。関西学連の新人達が繰り広げる熱い戦いにも是非ご注目ください。 

最後になりましたが、本大会の開催にあたりご協力いただきました関係者の皆様にこの

場を借りて厚く御礼申し上げ、御挨拶とさせていただきます。 

実行委員長 鈴木沙綾 

 

３.交通 

● 公共交通 

① JR 琵琶湖線「瀬田駅」から帝産バスまたは近江バス「滋賀医大」行きに乗車（約

5 分）、「文化ゾーン」下車 

[帝産バス時刻表] 

http://www.teisan-qr.com/jikoku/stop/iku/222_9_3.php 

[近江バス時刻表] 

http://time.khobho.co.jp/ohmi_bus/tim_dsp.asp?KaiKbn=NEXT&projCd=3&eigC

d=7&pole=2&teiCd=1152 

運賃は、いずれも片道 210 円です。 

全国区の交通系 ICカードが利用できませんので、現金をご準備ください。 

② JR 琵琶湖線「瀬田駅」から徒歩約 35分（2.7km） 

 

いずれの方法でも「西駐車場入口」（下図参照）から公園に入り、緑色テープ誘導に従

って会場にお越しください。 

 

● 自家用車 

① 大阪方面から名神高速道路「瀬田西 IC」より東へ約 5分 

② 名古屋方面から新名神高速道路「草津田上 IC」より西へ約 3 分  

http://www.teisan-qr.com/jikoku/stop/iku/222_9_3.php
http://time.khobho.co.jp/ohmi_bus/tim_dsp.asp?KaiKbn=NEXT&projCd=3&eigCd=7&pole=2&teiCd=1152
http://time.khobho.co.jp/ohmi_bus/tim_dsp.asp?KaiKbn=NEXT&projCd=3&eigCd=7&pole=2&teiCd=1152


 

 

駐車場は「西駐車場」をご利用ください。「西駐車場」が満車の場合は、「北駐車場」

をご利用ください。 

また、「西駐車場」に右折入場することはできません。西方向からお越しの方はご注意

ください。 

各駐車場からは緑色テープ誘導に従って会場までお越しください。 

 

４.会場レイアウト 

  

「文化ゾーン」バス停 



５.当日の流れ 

● タイムテーブル 

09:30 開場・受付開始 

10:30 当日申し込み終了 

11:00 トップスタート 

11:30 B/N/Gクラススタート閉鎖 

12:30 MF/WFクラストップスタート 

13:00 スタート閉鎖・地図販売開始 

14:30 フィニッシュ閉鎖・表彰 

16:00 会場閉鎖 

 

● 受付 

・事前申し込みの方 

受付時刻は 09:30～10:30 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 

09:30～10:30 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の上で受付に提出し、参加費をお支払いくださ

い。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）をお渡しします。 

当日申し込み者用の地図枚数には限りがございますのでご了承ください。当日申し込

みの方でもマイ E カードをご利用いただけます。 

  



当日申し込みの場合の参加費は下記の通りです。 

参加区分 金額 

学生（新人）※ 1,000 円 

学生（新人以外）※ 2,500 円 

高校生以下 300 円 

一般※ 3,000 円 

日本学連賛助会員※ 2,500 円 

B/N/G クラス 1,500 円 

 

・※マークのついた参加区分は、B/N/G クラスを除きます。 

・上記金額はレンタル Eカード代を含んでいます。マイ Eカードを利用される方は、 

300 円割引となります。 

・学生（新人）とは、学連登録 1年目の学生を指します。 

・学生（新人）、学生（新人以外）には関西学連に所属していない学生も含みます。 

・大学院生の参加区分は、学生（新人以外）となります。 

・京都府オリエンテーリング協会では、高校生以下の参加費支援を行っています。高 

校生以下の方はレンタル E カード代のみで大会に参加できます。 

・G クラスの地図は 1グループにつき 1 枚です。追加を希望される場合は 1 枚につき 

400 円を頂きます。 

 

● 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 3,000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 

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 5,000 円を頂きます。 

  



● ゼッケン・安全ピン販売 

MF/WF クラスの参加者向けに受付にてゼッケン・安全ピンの販売を行います。価格

はゼッケンが 1 枚 50 円、安全ピンが 1セット 50円です。数に限りがありますのでで

きるだけ各自でご用意ください。 

 

● 地図販売 

13:00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。 

 

６.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 

「源内峠 2015」 滋賀県オリエンテーリング協会所有 

2015 年NishiPRO 作成、2017 年NishiPRO 修正 

2019 年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

一部修正 

縮尺 1:7,500、等高線間隔 5ｍ、走行可能度 4 段階表示 

JSOM2007 準拠（ただしコース記号は ISOM2017 準拠） 

地図はチャック付きポリエチレン袋に封入済 

 

● 特殊記号 

本大会の地図では、下図の特殊記号が使用されています（下図の記号は実際の大きさ

とは異なります）。 

×  有害獣捕獲檻  



● 競技時間 

90分 

 

● フィニッシュ閉鎖 

14:30 

 

● テレインプロフィール 

テレイン内には関西らしい微地形が広がっており、細かい尾根沢が複雑に発達してい

る。広く低木が生息しているため見通しも悪く、ナビゲーション難度は高い。 

 

● コースプロフィール 

【新人クラス】 

複雑に広がる微地形と見通しの悪い森の中で正しく線状特徴物を捉えられるか問われ

る。基本的なナビゲーション能力と、スピードを出す区間の見極めがタイムに直結す

る。インカレ新人クラスの前哨戦となることだろう。 

【上級クラス】 

微地形をふんだんに使った実行難度の高いコースであり、現在地と地形的特徴の把握

能力、アタックの正確さが問われる。スピードを上げるべき区間もあり、ナビゲーシ

ョンを保つ速度調整が勝敗の分かれ目だ。 

 

● コース情報 

クラス 対象者 距離(km) 登距離(m) 優勝設定時間 

MA 男子上級者 3.1 165 35 分 

MAS 男子上級者（距離短め） 2.0 100 30 分 

WA 女子上級者 2.0 100 35 分 

MF 男子新人 2.2 110 35 分 

WF 女子新人 1.7 80 35 分 

B 中級者 1.3 60 30 分 

N 初心者 1.3 45 30 分 

G 初心者グループ 1.3 45 30 分 

  



・女性の Mクラスへの参加は妨げません。 

・MF/WFクラスへのエントリーは、学連登録 1年目の方に限ります（関西学連以外 

の学連登録 1 年目の方のエントリーも可能で、表彰対象とします）。 

・MF/WFクラスの優勝設定時間を要項 2から変更しております。ご注意ください。 

・コース情報は変更となる可能性がございます。その場合は、公式掲示板にて掲示を 

行います。 

 

● コントロール位置説明 

コントロール位置説明表をスタート 2分前に配布します。コントロール位置説明表の

大きさは縦 110mm×横 60mm 未満です。コントロール位置説明は地図にも印刷され

ています。 

MA/MAS/WA/MF/WFクラスは IOF 記号表記です。 

B/N/G クラスは IOF 記号表記と日本語による表記を併記しています。 

 

● ゼッケン 

MF/WF クラスの参加者は必ずゼッケンを着用してください。スタートリストに記載

のゼッケン番号を大きな文字で記載し、前面の胸の辺りのよく見える位置に 1枚安全

ピンで付けてください。ゼッケンは上着などで隠れないようにしてください。 

当日申し込みの方は申し込み時にゼッケン番号を割り当てますので、ゼッケンと安全

ピン、筆記用具を持参してください。 

MF/WFクラスの参加者はゼッケンを着用していない場合出走を認めません。 

 

● 代走 

MF/WF クラスを除いて当日の代走を認めます。 

 

● 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 条により、大会 6 週間前の

2019 年 9 月 8日（日）以降、本大会出場予定者のO-map「源内峠 2015」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。 

  



７.競技の流れ 

● 競技前 

本大会では、クラスによってスタート地区が異なります。MA/MAS/WA/MF/WF ク

ラスはスタート地区１、B/N/G クラスはスタート地区２となります。 

会場からスタート地区１までは、青色テープ誘導で徒歩 25 分です。会場からスタート

地区２までは、看板による誘導で徒歩 1 分です。 

運営の都合上、未出走のMF/WFクラス出場者が会場で待機できる時間を 12:30 まで

とします。 

スタート閉鎖時刻は、スタート地区１は 13:00、スタート地区２は 11:30 です。閉鎖時

刻以降の出走は認められません。 

アクティベートユニット、時計、給水をスタート地区１に設置します。スタート枠に

入る前にアクティベートを済ませてください。スタート地区２には設置しません。ご

注意ください。また、両スタート地区から会場への防寒具輸送は行いません。 

 

MA/MAS/WA/MF/WF クラスのウォーミングアップは、スタート地区１周辺のウォ

ーミングアップエリアで行ってください。なお、スタート誘導の途中にある歩道を走

ることは、ジョギング程度のものも含めて禁止します。 

B/N/G クラスのウォーミングアップエリアは設けておりません。ご了承ください。 

 

● スタート 

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：2 分前枠に進み、コントロール位置説明をお取りください。 

１分前：1 分前枠にお進みください。地図はセルフピックアップ方式です。自分のク 

ラスの地図箱から地図を取り、足元に置いてください。E カード動作確認と 

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。なお、スタート地区２（B/N/Gクラス）ではスタートフ 

ラッグが 1 分前枠の目の前にあります。 

スタート時刻に遅刻した場合は、その旨を係員にお伝えください。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（スタート地区１：13:00、スタート地区２：11:30）以降は出走できません。  



● 競技中 

競技中の誘導はすべて赤白テープ誘導または赤白ストリーマー誘導により行います。 

MA/MAS/WA/MF/WF クラスのコース途中に給水所・救護所を設けます。 

コースによっては車道を横断する箇所があります。左右の安全をよく確認してから横

断してください。 

昨年や今年の台風の影響による倒木が目立つ箇所がございます。通行の際には十分に

お気をつけください。 

 

● フィニッシュ 

最終コントロールからフィニッシュまでは、赤白ストリーマー誘導です。 

フィニッシュ形式は、パンチングフィニッシュです。 

すべてのクラスにおいて、フィニッシュは会場内となります。フィニッシュ後は速や

かに計算センターにて成績処理を行ってください。レンタル E カード、貸し出したコ

ンパスは計算センターにて回収いたします。 

なお、フィニッシュでの地図の回収は行いません。未出走者へ地図を見せないよう、

ご配慮をお願いします。 

14:30にフィニッシュを閉鎖して撤収を開始します。これ以降の計時は行いません。競

技途中であっても必ずこの時間までにフィニッシュ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フィニッシュを通過してください。フィニッシュを通過し

ていない参加者は、未帰還者として捜索を行います。 

 

● 演出 

本大会は新人戦ということで、MF/WFクラスについて以下を予定しています。 

・Lap Center（https://mulka2.com/lapcenter/）にて中間速報を行います。 

・ビジュアル区間があり、観戦エリアで観戦していただくことができます。詳細は当 

日会場にて配布する観戦ガイドに記載しております。 

・一部の選手に対し、フィニッシュ直後にインタビューを行います。 

 

● 表彰 

MAS/B/N/G クラスは上位 1名、MA/WA/MF/WF クラスは上位 3名を表彰します。 

MF/WFクラスのうち関西学連所属の最上位者はそれぞれ、2019 年度関西学連新人王/

新人女王として表彰されます。  

https://mulka2.com/lapcenter/


● 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。 

 

● 撤収 

表彰式後にコントロールの撤収に協力していただける方を募集しています。レースの

復習のための再入山の機会としてぜひご検討ください。 

ご希望の方は、レース終了後受付までその旨をお伝えください。先着 5～6組を目安と

して募集を締め切らせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

● 成績 

成績は大会後に Lap Center（https://mulka2.com/lapcenter/）に掲載します。 

希望者には大会後に成績表を郵送いたします。300 円で承りますので、希望者は受付

までお越しください。 

 

８.その他 

 

・荒天により中止が懸念される場合は、当日の朝 6:00 までに大会 web ページ、学連のメ 

ーリングリストなどで連絡します。 

・16:00 までにすべての片づけを終了して会場を閉鎖します。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を禁止します。 

・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。 

・本大会では傷害保険に加入しておりますが、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。 

・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。特に、スタート誘導では 

一般の歩行者に注意し、道に広がらないようにしてください。 

・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。 

kansainitei2019@gmail.com 

・本プログラムの内容について変更となる可能性がございます。ご了承ください。  

https://mulka2.com/lapcenter/
mailto:kansainitei2019@gmail.com


９.大会スタッフ 

 

実行委員長  ：鈴木沙綾 （京都女子大学 2016 年度入学） 

運営責任者  ：荒木亮哉 （京都大学 2016 年度入学） 

競技責任者  ：岩井龍之介（京都大学 2016 年度入学） 

コースプランナー ：大野絢平 （京都大学 2016 年度入学） 

イベントアドバイザー ：稲岡雄介 （大阪大学 2015 年度入学） 

 

渉外責任者  ：河﨑悠樹 （京都大学 2016 年度入学） 

会計責任者  ：福山亮部 （京都大学 2016 年度入学） 

広報・申し込み責任者 ：藤本拓也 （京都大学 2016 年度入学） 

備品責任者  ：羽鳥咲和 （京都女子大学 2016 年度入学） 

 

会場・受付パート ：豊國郁人  鈴木沙綾  荒木亮哉  稲岡雄介 

誘導パート  ：木下雄大  野々村真誉 福山亮部 

スタートパート ：瀬領勇司  藤本拓也  羽鳥咲和 

フィニッシュパート ：鈴木伽南  村本周平  河﨑悠樹 

計センパート  ：沖中陽幸  岩井龍之介 

救護・速報パート ：小池椋介  大野絢平 

  



10.注目新人紹介 

● 京都大学 

二俣真 

合宿の部内杯で新人王を獲得し、多くの上回を葬

り去った期待の新人。その強さは足にあり、10km

の東山トレなどを軽々とこなし、レースを走った

後に物足りずジョグに繰り出すという逸話を残し

ている。つい先日のWBC でも 1走と 3 走を走っ

たうえでどちらも 5 位と 4 位に食い込むという新

たな逸話を生み出した。そこに経験を積んでナビ

ゲーション能力をさらに向上させればどうなるの

かは想像に難くない。部内の一部ではそのスピー

ドから「機関車フタマタ」と呼ばれており、イン

カレ新人クラスでの活躍が期待される。 

 

重岡慧実 

同じく部内杯にて新人女王を獲得し、インカレ経

験者を押しのけて 5 位に入賞した。あの渡辺鷹志

と同じ熊野寮に入っており、そこで KMN48 とし

てアイドル活動も行うなど、多方面で活躍してい

る。後期新歓隊長にも任命されており、女子だけ

でなくクラブ全体を引っ張っていってほしい。 

 

  



● 京都女子大学 

西川ひとみ 

関西学連第一回定例戦 ＷＦ 4位 

ロングセレ ＷＦ 1位 

夏の京大杯 6 位 

 

第一回定例戦ではＷＦで一位を獲得し、さらに先輩と同じコース

を走る夏の京大杯でも一年生ながら 6位入賞を果たしている。 

第二回定例戦でも高順位の期待が高まる。 

 

森本雛子 

関西学連第一回定例戦 ＷＦ 13 位 

ウェルカムリレー 2走 8位 

夏の京大杯 15位 

 

様々なイベントに積極的に参加し、一年生ながら堅実な走りで

着実にポストを回って帰ってくる安定感がある。 

これまでの経験を活かし、第二回定例戦では上位を狙ってほ

しい。 

 

 

● 立命館大学 

上田皓一朗 

父親がオリエンテーリング経験者で本人も小学生の頃から大会に参加していた、いわ

ゆる二世オリエンティア。その当時は「Team Heart Golds」という所属で、諸大会に

加えてロゲインのイベントにも多く参加していた。本人は謙遜しているが、やはりオ

リエンテーリングに慣れている。もしかしたら源内峠に入ったことあるかも？ 

これは余談だが、かわいい弟がいる。 

  



小久保茉優 

東大OLK の「あべゆう」に紹介されてオリエンテーリングを始めた。近年の立命館大

学にクラブはなかったため、京大OLCに自ら連絡を入れて学連新歓に参加した。積極

性が光る。立命館の考古研やアコギサークルにも所属し忙しい毎日を送っているよう

だが、定期的に大会に参加し楽しんでくれている印象。最近の望みは、下宿して通学

のつらさから解放されること。 

 

 

● 大阪大学 

青木柚樹 

丸火での部内杯にて 2ポでコンパスを落としてしまたにもかかわらず、ノーコンのまま

完走し新人 3位になった強者。 

上回生を一同驚愕させた。地形の読み取り能力は山岳部で培ったらしい。 

地形の細かいエリアも存在する源内峠でもこの地形の読み取り能力を活かして快走し

てもらいたい。新人王の座が期待される。 

 

谷遼太郎 

サッカー部出身だからか足が速い。この夏休みは一人でキューバに旅行したらしい。決

断力といい行動力といい、すごすぎる。決断力と走力を兼ねそろえたこの男ならば新人

王の座も容易いだろう。 

何を隠そう、この男、部内杯新人 2 位なのである。優勝が期待される。 

 

高橋茉莉奈 

部内杯女子新人 3位。スプセレではW20 クラスで優勝し、持ち前の走力と読図能力を

見せつけた。先日のWBC では新人 1走で出走していたのだが、男子を含めた他の新

人をおさえ 2位に 20 分差つけた堂々の 1 位でゴールして、チームの優勝に大きく貢献

したことは記憶に新しい。新人戦でも快走し新人女王になることが予想される。 

  



● 奈良女子大学 

中井愛実 

かるた部と兼部しているおしとやか系ゴリラです。なぜか知らないけど、ゴリラと呼

ばれたいらしいです。最近、髪の毛染めて垢抜けてかわいくなりました。これからも

かわいくなること、オリエンも頑張ってください。 

 

● 神戸大学 

中谷駿介 

実績：関西インカレ 2019 MF6 位 

 

法学部ばかりの神大新人に混じる理系男子。 

なかなかアレな今年の阪神新人男子の中では比較的

まともで冷静な人であるというのが私から見た彼の

印象である。しかしそれは中身の話であり、彼のフ

ァッションとは別の話だ。何と言っても彼の特徴は

柄シャツスポーツウェアコーデ、そしてムエタイの

選手みたいなパンツである。文字として書き起こす

と意味がわからないと思うので画像を貼っておく。 

関西インカレ 6 位の確かな実力とアホみたいに目立

つであろう当日の服装に期待したい。 

 

「ひとつひとつのレッグを確実に読んで、納得できる走りができるように頑張りま

す。」 

  



松本萌恵 

実績：関西インカレ 2019 WF2 位 

 

意味わからんスタミナを持つ新人として一躍有名

となった広島のスピードスター。ラップセンター

の彼女の名前やWBC のビジュアルで見せたスピ

ードにより、きっと京大京女でも話題となったこ

とだろう。 

そんな彼女、実はとても料理が上手とのことであ

る。神大の同期たちはたびたび彼女の家で手料理

を堪能しているらしい。うらやましい。得意とし

ているのは和食で、「特に切り干し大根がめっちゃ

美味しいです」との声もあるようだ。 

一切関係ないが、現在の髪型はフィリピンにて 90

円相当で切ってもらったものらしい。 

伴走した筆者(神大部長)を置き去りにした脚力と

これからの料理人生に期待したい。 

 

「新人女王は 2 年連続で神大です！」 

 


