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京都大学新人運営練大会プログラム 

 
挨拶 

実行委員長  鈴木 蒼 
 
 まだ寒さの残る日々の中に、時折春の訪れを予感させる日も覗かせる今日この頃、皆様

いかがお過ごしでしょうか。この度は、京都大学新人運営練大会への御参加、誠にありが

とうございます。予想を上回る参加の盛況ぶりに、運営者一同大変嬉しく思っております。 
 さて、本大会はご存知の通り京都大学の新人により運営が行われております。初の運営

を行うということで幾つかの至らない点もあるかと思われますが、迅速な対応と丁寧なカ

バーを心がけますので、参加者皆様方にはご容赦お願いいたします。 
 
◇日時◇ 平成 23年 2月 12日(土) 雨天決行、荒天中止 
◇会場◇ 京都大学吉田南構内 吉田南 4号館(4共)10号室 
◇主催◇ 京都大学オリエンテーリングクラブ 32期 
◇競技責任者◇ 倉本竜太（2010年京都大学入学） 
◇コースプランナー◇ 小倉暢（2010年京都大学入学） 
◇大会コントローラ◇ 宮本佳記（2007年京都大学入学） 
◇交通案内◇ 
○京阪神宮丸太町より徒歩 18分 
○市バス京大正門前より徒歩 5分 
○市バス近衛通(206系統)より徒歩 5分 
☆会場周辺にいくつか有料駐車場がありますが、数が少ないので出来るだけ公共交通

機関でお越し下さい。 



◇会場周辺図◇ 

 
◇計時◇ 全クラス EMIT社製電子パンチングシステム(Eカード)を使用します。 
◇競技形式◇ 個人のフット O 
◇地図◇ 縮尺 1：10000、等高線間隔 5m 走行可能度 4段階表示 
  瓜生山（2009）ポリ袋入り 
◇テレインプロフィール◇ 
関西のテレインに多い激斜、藪が深いことが特徴である。道は全体的に分かりやすく、

また尾根・沢もはっきりしている。ただし、沢は場所によっては通行困難なこともあ

る。尾根は激斜が多い。下りや道が多いためその部分でスピードを落とさずに進むこ

とが要求される。 
◇コース情報◇ 
クラス 距離  登高  優勝予想タイム 
MA  3.2km  345m  45分 
WA  3.0km  320m  50分 
B  2.5km  270m  40分 
N  1.4km  145m  35分 
○競技時間は各クラス 120分です。 

◇競技の流れ◇ 



 ○受付（9：00～10：30） 
参加のチェックを受け、参加費と引き換えにバックアップラベル、レンタルの方

は Eカードをお受け取り下さい。 
参加費は、前日申込の方は、0円（京大・京女 OLC部員）、500円（京大･京女 OLC
の OB/OG）、800円（学生、院生除く）、1,000円（一般、院生含む）、当日申込の
方は 1,500円です。Eカードレンタルの方は追加で 200円お支払い下さい。 

 ○コンパス貸出 
受付にてコンパスの貸出を行っております。保証金として 1,000 円頂きます。数
に限りがありますので、なるべくコンパスは持参下さい。 

 ○スタート地区まで 
受付付近にアクティベートユニットを設置しますので、必ずアクティベートを行

ってからスタート地区へ向かって下さい。 
会場からテレイン入り口までの道のりを記した地図を渡すので、それに従って進

んでください。そこからは青白テープに従ってスタート地区まで進んでください。

会場からは約 50分です。 
 ○スタート(11：00～12：20) 
  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、係員に申し出て下さい。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。 
スタート閉鎖時刻は 12：20です。その時間以降のスタートはできませんので、ご
注意下さい。 

 ○ゴール 
ラストポストからゴールまではテープ誘導があります。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です。ゴール後、会場までの道のりを

示した地図を渡します。ゴール閉鎖は 14：30 です。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下さい。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下さい。ゴールから会場への誘

導の途中に電線が垂れ下がっていますが、触れたり、傷をつけたりしないで下さ

い。 
 ○表彰式 
  13 時ごろから、順位が確定したクラスから準備ができ次第行う予定です。各クラ

ス上位 3位まで表彰します。Nクラスは表彰いたしません。 
 ○速報 
  競技終了後、随時速報を会場に提示します。 
 ○成績表 



  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、予めご了承下さい。 
◇競技上の注意◇ 
○競技情報の変更、及び注意事項に関しては当日公式掲示板に掲示します。必ず

確認して下さい。 
○テレイン内において野生動物及びハイカーには十分気をつけて下さい。 
○テレイン内において立入禁止エリア(地図上紫ハッチ)、進入禁止区域(紫×)の一
部を青黄テープにより示しています。絶対に立ち入らないで下さい。 

○狩猟期間中なので十分注意して下さい。 
◇注意事項◇ 
  ○Eカードを紛失された場合、3000円の賠償金をいただきます。なお、この場合は失

格となります。 
  ○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、主催者は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下さい。 
  ○怪我などで動けない人を発見した場合、救護を優先し、早急に運営者に連絡して下

さい。 
  ○傷害保険には加入していません。自分の健康状態を考えて無理をしないで下さい。 
  ○ゴミは各自でお持ち帰り下さい。 
◇問い合わせ先◇(極力 E-Mailでお願いします。)  
中村 
090-1220-5994 (携帯) 
letter_from_siberia☆ezweb.ne.jp (e-mail) 

◇スタートリスト◇ 
 ○MA 
 時刻 氏名  所属    Eカード 
 11:00 和田 洋介 ライトニングボルト  64000 
 11:01 高椋 章太 小津中学校陸上部 OB  レンタル 
 11:02 後藤 陽一 阪大 OLC   レンタル 
 11:03 福井 直樹 阪大 OLC   レンタル 
 11:04 深川 陽平 朱雀 OK    レンタル 
 11:05 寺田 啓介 渋谷で飲む会   76882 
 11:06 
 11:07 水藤 拓人 寺社ろげいん実行委員会  64017 
 11:08 奥村 理也 ウルトラクラブ   401574 
 11:09 平島 俊次 京都 OLC   レンタル 



 11:10 三輪 幸寛 関西のどや   64112 
 11:11 坪井 嘉広 ROLA    139808 
 11:12 中津留 聡士 なかつる[動ラ五]   64136 
 11:13 
 11:14 前山 周 ROLA    139811 
 11:15 阿部 昌隆 東京 OLクラブ   76959 
 11:16 岡本 耀平 ―越えられない壁―  64051 
 11:17 白波瀬 ゆう ROLA    139810 
 11:18 松矢 將太郎 京大MJC   レンタル 
 11:19 小西 宏 大阪 OLC   410164 
 11:20 
 11:21 小野田 敦 京都 OLC   レンタル 
 11:22 伴 毅  京大 OLC   64050 
 11:23 河村 健二 三河 OLC   154833 
 11:24 福田 雄希 リクルート   64152 
 11:25 向井 清隆     レンタル 
 11:26 大林 俊彦 大阪 OLC   140820 
 11:27 
 11:28 河野 瑛 ROLA    139809 
 11:29 市脇 翔平 誰でもいい   64176 
 11:30 松尾 遼 お残しはもうしません  64046 
 11:31 山下 智弘 死にたい☆   64155 
 11:32 堀 裕多 阪大 OLC   レンタル 
 11:33 笠原 朋樹 阪大 OLC   レンタル 
 11:34 
 11:35 大箱 貴志 京大 OLC   64031 
 11:36 村上 巧 多摩 OL    レンタル 
 ○WA 
 11:00 山本 博司     412158 
 11:02 長瀬 朋子 つるまい OLC   479317 
 11:04 植松 裕子 高崎 OLC   409208 
 11:06 板谷 日出男 OLP兵庫   148501 
 11:08 木村 洋介 大阪 OLC   487892 
 11:10 西谷 佳菜 後 2日で☆バレンタイン  76880 
 11:12 田嶋 允貴 奈良女 OLC   レンタル 
 11:14 清水 栄一 石川 OLK   409206 



○B 
 11:18 三沢 佑理 ROLA    139812 
 11:20 樋口 みゆき 奈良女 OLC   レンタル 
 11:22 池嵜 晃太 神戸大学   レンタル 
 11:24 井川 慧美 奈良女 OLC   レンタル 
 11:26 山本 陽子     408454 

 11:28 坂本 佳也 京都 OLC   レンタル 
 11:30 三輪 琴実 奈良女 OLC   レンタル 
 ○N 
 12:00 角江 皓志 小津中学校陸上部 OB  レンタル 
 


