
    
    

        

■開催日 12 月26 日(土) (雨天決行、荒天中止) 

■■■■主催主催主催主催        

京都大学・京都女子大学オリエンテーリングクラブ 

■■■■主管主管主管主管        

京都大学・京都女子大学オリエンテーリングクラブ 31 期 

・実行委員長  大箱  貴志 

・運営責任者   君家 翔太 

・競技責任者   寺田 啓介   

・コースプランナー  島本 拓実  

    

実行委員長挨拶実行委員長挨拶実行委員長挨拶実行委員長挨拶        

年末のお忙しい中、「京大・京女大新人運営大会」にご参加いただきありがとうございま

す。私たちにとっては初めての大会運営であり、至らぬ点も多々あるかと思われますが、

みなさんに楽しんでいただけると幸いです。 

インフルエンザが流行しており、京大 OLC 内にも数名の感染者が出ております。この大

会に関わる全員が、病気にかかることも怪我をすることもなく、無事に新年を迎えられる

ようお祈りいたします。 

実行委員長実行委員長実行委員長実行委員長        大箱大箱大箱大箱    貴志貴志貴志貴志    

 

■ 場所  京都府京都市右京区 

■ 会場  右京ふれあい文化会館 

(〒616-8065 京都市右京区太秦安井西裏町 11 番地の 6) 

� 会場内へ競技エリアの地図を持ち込むことは禁止します。（道路地図の持ち込みは可）  

� 紛失・盗難等につきましては、主催者側は責任を負いません。貴重品は各自で保管

してください  

� トイレは会場内にございます。  

� ごみは各自でお持ち帰りください。 

� 会場内に自動販売機がございます。 

 

 

 

 



 【会場レイアウト】 

 

      

 



 
※当日、会場ではコンサートも開かれていますので、厳粛にお願いいたします。 

 

    



■■■■    交通 

【市バス】 

27 号系統「右京ふれあい文化会館前」下車 

91 号系統・93 号系統「花園駅前」下車 8 号系統・75 号系統「黒橋」下車 

【京都バス】 

「花園駅前」「花園黒橋」下車 

【市営地下鉄】 

東西線「太秦天神川駅」下車（１番出口から 800m） 

【JR 山陰本線】 

嵯峨野線「花園駅」下車 300m 

【京福電鉄】 

嵐山線「嵐電天神川駅」下車 約 1km 

※詳しい交通情報(時刻表など)についてはプログラム下部をご覧ください。 

※駐車場（有料）はスペースに限りがありますので，できるだけ公共の交通機関をご利用

下さい。 

 



競技情報競技情報競技情報競技情報        

競技形式競技形式競技形式競技形式        

ポイント・オリエンテーリング 

競技には EMIT 社製電子パンチングシステム/E-card を使用します。  

地図地図地図地図        

『きぬかけの路』（2002 年朱雀オリエンテーリングクラブ作成） 

縮尺 1:10,000・等高線間隔 5m・走行可能度 4 段階表示・A4 横 

※ 地図はビニール袋に封入済。 

コースコースコースコース        

MA：距離 2800m、登距離 370m、優勝予想時間 40 分 

WA：距離 2300m、登距離 260m、優勝予想時間 35 分  

B：距離 2500m、登距離 245m、優勝予想時間 35 分 

N：距離 1900m、登距離 185m、優勝予想時間 30 分 

※ コース距離、登距離については都合により変更することがあります。あらかじめご了承

ください。 

コントロールコントロールコントロールコントロール位置説明位置説明位置説明位置説明        

ＭＡ、ＷＡ、Ｂクラスは IOF 記号を使用。Ｎクラスは日本語表示。  

救護所救護所救護所救護所・・・・給水所給水所給水所給水所        

救護所および給水所は設けません。  

競技時間競技時間競技時間競技時間        

全クラス 120 分とします。これを超えた場合失格となります。 

 

当日当日当日当日のののの流流流流れれれれ        

開場時刻開場時刻開場時刻開場時刻        

9999：：：：45454545    

    

受付時刻受付時刻受付時刻受付時刻    

9:459:459:459:45～～～～11:011:011:011:00000    

事前申込者事前申込者事前申込者事前申込者：：：：        

・まず第1受付にお越しいただき、参加料を受付に提出してください。次に本部に用意され

た、レンタルＥカード（バックアップラベルセット済）や、コントロール位置説明（デフ）、

マイＥカード用バックアップラベルをお取りください。 

・Ｅカードレンタル料、プログラム郵送費など、未納分のある方は第1受付でお支払下さい。 

当日申込者当日申込者当日申込者当日申込者：：：：        

・まず第1受付にお越しいただき、「当日参加申込書」に必要事項を記入し、参加料を添え

て受付に提出してください。次に第2受付にてスタート時刻の指定を受けてください。 

・Ｅカードをレンタルされる方は第1受付でレンタルＥカードとバックアップラベルを受け

取ってください。 



・コントロール位置説明（デフ）は本部のものをお取りください。 

・コンパスをお持ちでない方にはコンパスの貸し出しをいたしますが、数に限りがありま

すのでご希望の方はお早めにお申し出ください。 

・Ｅカードおよびコンパスをレンタルされた方は、紛失された場合Ｅカード,コンパス共に

30００円を申し受けます。あらかじめご了承ください。 

・オリエンテーリングが初めてという方、Ｅカードを初めて利用される方には、係員が分

かりやすくご説明いたします。大会受付にてその旨を申し出てください。 

 

スタートスタートスタートスタート                

11111111::::00000000～～～～11112222::::00000 0 0 0     

＜スタートまで＞  

� 会場からスタートまで青白テープ誘導で徒歩 40 分です。 その際に住宅地を通りま

すのでくれぐれも住民の皆様の迷惑にならないようお願いします。 

� E カードのない方は出走できません。忘れずにお持ちください。  

＜スタート形式＞  

� スタート 3 分前になったら、Ｅカードをアクティベートをしてからスタート枠にお

入りください。 

� 1 分ごとに枠をひとつずつ前へ進んでください。 

� スタート10秒前になったらＥカードをスタートユニットにはめ込み、スタートの合

図と同時にＥカードを離し、地図を取ってスタートしてください。 

� スタートからスタートフラッグまでは赤白テープ誘導です。  

� スタートフラッグは地図上の△地点となっております。 

� スタート時刻に遅れてスタート枠に到着された方は、係員に申し出てください。正

規にスタートする方に影響を与えないような時刻にスタートしていただきますので、

必ず係員の指示に従ってください。  

� スタート閉鎖時刻は 12 時 00 分です。それ以降のスタートはできませんので、ご

注意ください。  

競技上競技上競技上競技上のののの注意注意注意注意        

� 競技情報の変更及び注意事項は当日公式掲示板に掲載いたします。必ずご確認くだ

さい。  

� 怪我などで動けない人をテレイン内で発見されたら、救護を優先し、近くの大会役

員までお知らせください。 

� ハイキングの方などとすれ違ったり追い越したりする場合には、明るく挨拶をし、

迷惑をかけないようにしてください。  

� テレイン内の『ふれあいの森』は立入禁止立入禁止立入禁止立入禁止です。ふれあいの森の周りには黄色い木

が立っています。よって、黄色い木をみかけた時には進まずにただちに引き返して

ください。(公式掲示板に詳細が記載してあるのでご確認ください。) なお、ふれあ

いの森はベストルート上には含まれていません。 



ゴールゴールゴールゴール        

� 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。パンチした時点で競技終了となります。  

� 12：00 まではフィニッシュ地点で地図を回収します。返却は大会本部横にて行い

ます。 

� ゴールでは苦情、問い合わせ等は一切受け付けません。苦情、問い合わせ等がござ

いましたら、本部にお申し出ください。尚、回答は文書にて公式掲示板に掲示しま

す。  

� ゴールから会場までは青白テープ誘導です。途中で会場からスタートまでのテープ

誘導と合流します。 

� 会場に泥を持ち込まないようお願いします。 

 

ゴールゴールゴールゴール閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖        

14:14:14:14:33330 0 0 0     

14:30 にゴールを閉鎖し、撤収を開始いたします。競技が終了していなくても、この時間

までには必ずゴールを通過してください。これ以降の計時は行いません。  

� ※ 途中棄権される場合でも、ゴールは必ず通過してください。通過しなかった場合、

未帰還者として警察に通報され捜索されることがあります。  

� ※ やむを得ない事情でゴールを通過できない場合は、本部に E カードを提出して

ください。  

� ※ 万一未帰還者のある場合は、未帰還者の所属する団体の方に捜索していただくこ

とがあります。  

 

表彰式表彰式表彰式表彰式    

表彰式は13：30頃から大会本部横にて順位が確定したクラスから準備でき次第行う予定で

す。各クラス上位3位まで表彰いたします。ただし、参加者が5人に満たないクラスでは1

位の方のみ表彰を行う予定です。 

速報速報速報速報        

競技終了後、随時速報を会場に掲示します。なお遅刻者の成績の扱いについては、参考記

録として正規のスタート時間からの計時として処理させていただきます。  

成績表成績表成績表成績表・・・・地図販売地図販売地図販売地図販売    

・成績表は後日ホームページ上にて公開します。紙版成績表の発行は行いませんので、あ

らかじめご了承ください。  

・地図販売についてはスタート閉鎖後に大会本部で行います。地図には限りがありますの

で早めにお求めください。 

欠席者地図欠席者地図欠席者地図欠席者地図についてについてについてについて        

欠席者の地図は当日のみ、受付にて 13 時以降にお渡しいたします。後日郵送等はいたしま

せんので、ご了承ください。  



注意事項注意事項注意事項注意事項        

� 大会期間中に参加者が自分自身、もしくは第三者に対して与えた損害、損失につい

ては主催者・主管者共に、一切の責任を負いません。  

� 私有地内には絶対に立ち入らないでください。  

� 会場、会場周辺、及びテレイン内は禁煙かつ火気厳禁です。 

� 路上駐車はおやめください。 車・バイク等でお越しの方は必ず駐車場をご利用くだ

さい。 

    

中止中止中止中止のののの場合場合場合場合    

当日著しい荒天になった場合（「京都府南部」に「大雨警報」あるいは「暴風警報」が発

令されている場合を想定）による開催実施可否の判定は、当日の午前6時に決定します。競

技中止・対処方法についての案内は当日の午前6時以降に大会公式ウェブサイト

(http://kuolc.dip.jp/event/uneiren31/)をご覧ください。 

    

問合問合問合問合せせせせ先先先先        

岡本 耀平(広報責任者) e-mail: swallow_1031■yahoo.co.jp   

君家翔太(運営責任者)  e-mail：foxes.shouta■gmail.com （■を@に変えてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【交通情報【交通情報【交通情報【交通情報    ((((詳細詳細詳細詳細) ) ) ) 】】】】    

    

京都市バス京都市バス京都市バス京都市バス        運賃 220円 

 

75号 京都駅前発 映画村・山越行 

 

8号 四条烏丸発 高雄行 

四条烏丸四条烏丸四条烏丸四条烏丸    西大路四条西大路四条西大路四条西大路四条    黒橋黒橋黒橋黒橋    

8:58 9:11 9:25 

9:53 10:06 10:20 

 

91号 四条烏丸発 大覚寺行 

四条烏丸四条烏丸四条烏丸四条烏丸    西大路四条西大路四条西大路四条西大路四条    花園駅前花園駅前花園駅前花園駅前    

9:10 9:23 9:36 

9:40 9:53 10:06 

10:10 10:23 10:36 

 

93号 錦林車庫前発 嵯峨・嵐山行 

錦林車庫前錦林車庫前錦林車庫前錦林車庫前    丸太町京阪前丸太町京阪前丸太町京阪前丸太町京阪前    花園駅前花園駅前花園駅前花園駅前    

8:44 8:52 9:16 

9:19 9:27 9:51 

9:49 9:57 10:21 

 

27号 光華女子学園前発 馬塚町・太秦天神川駅前・京都外大前行 

光華女子学園前光華女子学園前光華女子学園前光華女子学園前    西大路四条西大路四条西大路四条西大路四条    右京ふれあい文化会館前右京ふれあい文化会館前右京ふれあい文化会館前右京ふれあい文化会館前    

8:57 9:07 9:19 

9:27 9:37 9:49 

9:57 10:07 10:19 

 

・西大路四条で阪急西院駅と接続します。・西大路四条で阪急西院駅と接続します。・西大路四条で阪急西院駅と接続します。・西大路四条で阪急西院駅と接続します。    

 

 

 

京都駅前京都駅前京都駅前京都駅前    西大路四条西大路四条西大路四条西大路四条    黒橋黒橋黒橋黒橋    

8:36 8:59 9:12 

9:16 9:39 9:52 



京都バス京都バス京都バス京都バス        運賃 220円 

81･83号 京都駅発 大覚寺・嵐山・苔寺行 

京都駅京都駅京都駅京都駅    花園黒橋花園黒橋花園黒橋花園黒橋    

8:35 9:05 

9:10 9:41 

9:25 9:56 

9:40 10:11 

 

61･62･63号 四条河原町発 三条京阪前経由 嵐山行 

四条河原町四条河原町四条河原町四条河原町    三条京阪前三条京阪前三条京阪前三条京阪前    花園駅前花園駅前花園駅前花園駅前    

8:39 8:46 9:11 

8:54 9:01 9:27 

9:10 9:18 9:44 

9:25 9:33 9:59 

9:40 9:48 10:14 

9:55 10:03 10:29 

 

JRJRJRJR嵯峨野線嵯峨野線嵯峨野線嵯峨野線            運賃 190円（京都駅から花園駅まで） 

京都駅発 普通 亀岡・園部・福知山方面行 

京都駅京都駅京都駅京都駅    花園駅花園駅花園駅花園駅    

9:17 9:29 

9:33 9:45 

9:53 10:05 

10:28 10:41 

 

京福電鉄京福電鉄京福電鉄京福電鉄    嵐山線嵐山線嵐山線嵐山線        運賃 200円 

 10101010分おき分おき分おき分おきに電車が出ます。四条大宮四条大宮四条大宮四条大宮駅駅駅駅から約約約約 10101010分分分分です。 

 

京都市営地下鉄東西線京都市営地下鉄東西線京都市営地下鉄東西線京都市営地下鉄東西線        運賃 250円（三条京阪駅・烏丸御池駅からの場合） 

 10101010分に分に分に分に 1111本以上本以上本以上本以上の電車が出ます。三条京阪駅三条京阪駅三条京阪駅三条京阪駅や烏丸御池駅烏丸御池駅烏丸御池駅烏丸御池駅から約約約約 10101010分分分分です。 

 

＊注＊注＊注＊注    バスはバスはバスはバスは時刻表時刻表時刻表時刻表通りに動かない可能性があります通りに動かない可能性があります通りに動かない可能性があります通りに動かない可能性があります。 

 


