
2014 年 京大京女新人運営大会 

プログラム 

 

■ 開催日時  2014 年 2月 11日(火/建国記念日) 雨天決行・荒天中止 

 

■ 主催    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 

■ 主管    京都大学オリエンテーリングクラブ 35期 

      京都女子大学オリエンテーリングクラブ 35期 

 

■ 大会役員 

 実行委員長      稲垣智子（京都大学 2013年度入学） 

 運営責任者      牧内佑介（京都大学 2013年度入学） 

 競技責任者      浅井迅馬（京都大学 2013年度入学）  

 コースプランナー   瀬尾峻汰（京都大学 2013年度入学） 

 イベントアドバイザー 中村陽二（京都大学 2010年度入学） 

 

■ 会場    京都府京都市東山区・山科区 東山山頂公園（将軍塚） 

 

■ テレイン  華頂山将軍塚 2013秋 
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1. 実行委員長挨拶 

 

 初春とはいえ厳しい寒さが続いておりますが、このたびは京大京女新人運営大会にご参

加いただきありがとうございます。至らぬ点も多いと思いますが、みなさまに楽しく熱い

レースをしていただけるよう部員一同準備して参りました。楽しんでいただければ幸いで

す。怪我や風邪等には充分にお気をつけください。みなさまのお越しを心よりお待ちいた

しております。 

 

実行委員長 稲垣智子 

 

 

2. 会場・交通案内 

 

●会場：東山山頂公園 

※会場には女子更衣用のテントを用意します。 

会場周辺図 

    

 

 



 

●会場へのアクセス 

①新幹線・JR・近鉄・地下鉄―京都駅より 

京都駅前 D2乗り場 京都市バス 206系統「北大路バスターミナル行」 

→祇園 下車 (乗車時間約 20分) 

  祇園より東山山頂公園へ。祇園からテープ誘導開始地点まで人員を配置いたします。

バス停からは誘導人員に従ってください。 

 

 

      

※バス運賃は 220円です 

②阪急―河原町駅・京阪―祇園四条駅より  

まっすぐ東へ進むと京都市バス「祇園」停留所に着きます。 

  

時 分 

8 9 20 33 48 

9 3 18 33 39 45 53 

 



 

祇園交差点から会場まで徒歩で約45分です。 

上図中の丸（祇園交差点）から四角までは運営者による誘導を設けます。四角から

会場までは青色テープ誘導です。 

会場までの移動に不安のある方は、9:00に祇園交差点南東八坂神社前集合で、運営

者による会場までの誘導を行いますのでご利用ください。  

競技エリアを通過するため、必ず 10:30 までに会場に着くようにしてください。 

10:00には丸から四角までの運営者による誘導はなくなりますのでご注意ください。 

 

 

③自家用車の方 

当日近くの阿含総本殿境内地にて阿含の星祭りが開催

されるため東山ドライブウェイは交通規制が敷かれ、五

条から三条方面にかけての一方通行となります。そのた

め国道一号線より東山ドライブウェイへ、[将軍塚]の看

板に従って道を入り約 500mです。 

公園には駐車場がありますが混雑が予想されます。山頂

駐車場に停められない可能性があります。 

公共交通機関の利用を推奨します。 

 

 



 

●会場情報 

  ① 会場施設案内 

・公式掲示板…競技に関する情報や変更点を掲示しています。 

            当日に必ずご確認ください。 

・要項置き場…会場内に要項を置くためのスペースがあります。 

            大会の広報などにご活用ください。 

 

  ②会場使用上の注意 

・青空会場です。トイレはございます。 

・会場には女子更衣用のテントを設置します。 

・飲酒・喫煙・火気の使用は禁止です。 

・ゴミは各自でお持ち帰りください。 

・貴重品等の管理について、主催者側は一切の責任を負いかねますので、十分注意

して頂きますようよろしくお願いします。 

・会場に足洗い場はございません。 

・一般の方もおられますので、譲り合ってご使用ください。 

 

 

3. 競技に関する情報 

 

●競技形式  

・個人・ポイント競技  

・日本オリエンテーリング協会の定める「日本オリエンテーリング競技規則」に準拠  

・計時方式は全クラス EMIT社の電子パンチングシステム（Eカード）を使用  

  

●コントロール位置説明  

・日本オリエンテーリング協会の定める「コントロールに関する規程」（JSCD2008）に準拠  

 

●地図情報 

・使用地図 華頂山将軍塚 2013秋 

・縮尺 1：10000 A4 サイズ縦 

・等高線間隔 5ｍ  



・走行可能度 4段階表示  

・日本オリエンテーリング地図図式規程（JSOM2007）に準拠  

・ビニール袋封入済み  

・会場内に過去の華頂山将軍塚の地図の持ち込みを禁止します。 

 

●競技時間  

・競技者の安全のため、競技時間は最大 120分とします。120分を超えた場合失格となりま

す。タイム・順位は表示されません。 

・スタート後 120 分以内にゴールを通過できるよう、競技の途中であっても速やかにゴー

ルに向かって下さい。  

  

●テレインプロフィール  

華頂山将軍塚は北部から中心にかけて、南北にのびる東山と南部の清水山の二つから

構成される関西屈指の人気テレインである。東山は南北の長い主尾根から急峻な支尾根

が東西にのびており、清水山は頂上付近が特徴の乏しいなだらかな丘陵になっている。

斜面は全体的に急峻であり、植生は走行可能度がよい部分と悪い部分が混在している。

体力と技術、両方ともに高いレベルが要求される。 

 

●コースプロフィール 

MA、WA、MASコースは将軍塚の地形的特色を堪能できるコースとなっている。急峻な斜

面の上り下りやコンタリングを要求されるレッグもあり、体力面で厳しいレースになる

と思われる。またルートチョイスやプランの実行力もさることながら、平らな不整地を

いかに早く切り抜けるかが大きく問われるだろう。N、Bコースはおおむね小径上を通る

コースに設定してあるが、Bコースは一筋縄ではいかないはずだ。 

 

●コース情報一覧 

クラス 距離(ｋｍ) 登高(ｍ) 優勝設定時間(分) 

MA 3.0 240 35 

WA 2.0 140 35 

MAS 2.0 140 30 

B 1.6 105 30 

N 1.0 70 25 



 

●服装と用具に関する注意  

・金属ピンの付いた靴の使用は差し支えありません。  

・服装について特に制約はありませんが、厳冬期なので天候によってはかなり厳しい条件

になることが予想されます。肌の露出しない長袖長ズボン、濡れても冷えない合成繊維

のシャツなど、適切な防寒対策をお願いします。低体温症にご注意ください。  

  

●競技上の注意事項  

・他人のEカードが落ちていても拾わないで、目立つようにしておいて下さい。  

・救護が必要な場合は会場で対応します。  

・テレイン内には立入禁止のエリアがあります。地図に記載無い立入禁止区域があり,立入

禁止と書かれたテープが巻かれています。民家の敷地、耕作地も立入禁止です。立ち入

りが判明した競技者は失格とします。 

・会場からスタートへの往路とゴールからの帰路で車の通る道路を通行します。車両に十

分注意して下さい。 

・けが人を発見した場合は競技を中断して救護を優先してください。 

・何らかのトラブルがあった場合は速やかにスタート・ゴール・会場などの役員にお知ら

せ下さい。 

・途中で棄権する場合も、必ずEカードをなんらかの方法でゴールまたは計算センターへ提

出して下さい。絶対に無断で帰宅しないで下さい。無断で帰宅すると行方不明者として

捜索の対象となります。  

・レンタルEカードを紛失、破損した場合は実費3,000円を頂きます。 

 

 

4. 競技の流れ 

  

●スタート 

・Eカード、コンパス、時計を忘れずに。 

・会場からスタート地区まで誘導はありません。会場からスタート地区まで約100ｍです。 

 公式掲示板にてご確認ください。 

・コントロール位置説明はスタート2分前に配布されます。 

・スタート 10 秒前のブザーで、Eカードをスタートユニットにはめて下さい。  

・スタートのブザーで Eカードをユニットから離し、スタートしてください。 



・Eカードをユニットから離すと同時に計時が始まります（リフトアップスタート方式）。  

・スタート後、地図上の△までは赤白色テープに従って下さい。誘導テープの終りにある

フラッグが地図上の△です。 

・スタート時刻に遅れた競技者は、遅刻枠の役員に申し出て、その指示に従って下さい。

タイムは正規のスタート指定時刻より計測し、正規タイムとして扱います。 

・スタート閉鎖は11:45とし、閉鎖後のスタートは認めません。 

 

●スタート地区レイアウト 

 

 

 

 

 

            レーン 1        レーン 2            レーン 3  

                           MA               MAS/WA/B/N            遅刻枠 

1分前    

2分前    

3分前    

 

 

                    ◎←アクティベートユニット 

 

 

●競 技  

・コントロールに到着したらコントロール番号を確認の上、Eカードをユニットにセットし

て下さい。 

・間違ったコントロールにセットした場合でも、次に正しいコントロールにセットすれば、

競技を続けることが出来ます。 

・Eカードから電子的なデータを正常に取得できない場合は、バックアップラベルで完走判

定を行います。この際、紛失等により完走が確認できない場合は失格となります。 

・途中誘導があります。紫色テープに従ってください。 

スタートフラッグへ 

赤白テープ誘導 



 

●ゴールおよびEカードの読み取り 

・最終コントロールからゴールまでは赤白色の誘導テープに従ってください。  

・パンチングフィニッシュです。ゴールでユニットにEカードをセットした時刻がゴール時

刻となります。 

・競技中に Eカードを紛失した場合には、ゴールの係員に申し出てください。 

・会場までは黄色テープをたどってください。会場まで徒歩で約20分です。車道となって

おりますので、安全のため人員を配置しますが十分注意してください。 

・Eカードの読み取りは会場の計算センターで行います。会場に戻ったら必ず計算センター

を通過してください。 

・レンタル Eカードは計算センターで回収します。なおトラブルがあった場合、個人所有

の Eカードを一時お預かりすることがあります。この場合、Eカードは会場の本部でお返

しします。  

・ゴールは13:45に閉鎖し、以後の計時は行いません。同時にコントロールフラッグの撤収

を開始します。すべての競技者は13:45までにゴールを通過してください。競技途中の競

技者も13:45のゴール閉鎖に間に合わないと判断した場合は直ちに競技を中断しゴール

に向かってください。  

 

 

5.当日の流れ 

 

9:30  受付 

10:30 スタート開始（競技時間2時間）  

11:00 受付終了  

11:45 スタート閉鎖  

13:45 ゴール閉鎖 

※入賞者が確定したクラスから表彰を行います。（13:30頃を予定）  

 

●受付 

 ① 事前申し込みされた方 

・受付付近にレンタルEカード、バックアップラベルが置いてありますので、各自名前

とクラスを確認して自分のそれに該当するものをお取りください。 

 



 

 ② 当日申し込みされる方（9:30～11:00） 

・9:30～11:00の間に受付にある申し込み用紙に必要事項を記入していただき、申し込

み用紙、参加費と引き換えにバックアップラベル、マイEカードをお持ちでない方に

はEカードをお渡しします。スタート時刻はこちらで指定いたします。また、バック

アップラベルには参加クラス、スタート時刻、氏名が記載されておりますのでご確

認ください。 

＜当日参加費＞ 

高校生以下 0円 

その他 1500円 

 ※E-cardレンタルの場合は+200円となります。 

 ※全クラスに参加できますがWAクラスは女性のみの参加となります。 

 ※地図の枚数に限りがありますのでご希望のクラスに参加できないことがあります。 

 

 ③ マイEカードを忘れた方 

・ Eカードレンタル料200円と引き換えにEカードをお渡しします。 

・ レンタルEカードを紛失・破損された場合、実費3,000円を頂きます。 

 ④ Eカード番号が違う方 

・ マイEカード使用の方で、スタートリストに記載されている番号と当日使用するEカード

番号が異なる場合は受付に申告してください。 

 ⑤ コンパスを忘れた方 

・ コンパスを忘れた方やお持ちでない方は、受付にて保証金3,000円と引き換えにコンパ

スをお貸しします。保証金はコンパス返却時にお返しします。 

 ⑥ 代走について 

・ 代走を希望する方は受付に申し出て下さい。 

・ 代走をする場合は参考記録となります。 

 ⑦ 地図販売について 

・ 12:00より受付にて本大会の地図を販売します。各コース図が350円、全コントロール図

が500円です。 

 ⑧ 成績表郵送について 

・ 本大会の結果・成績は LapCenter に掲載されますが、個人成績表の郵送を希望される

方は受付にてお申し込みください。郵送費は200円です 



 

 ⑨ その他お問い合わせ 

・ お問い合わせは本部にて受け付けます。 

・ 当日のクラス変更はできませんのであらかじめご了承ください。 

 

● 速報・表彰   

・速報は随時会場に掲示予定です。会場にて13:30頃より順位が確定したクラスから順次表

彰を行います。 

・参加者が 6名未満のクラスは上位1名、6名以上のクラスは上位3名が表彰対象です。 

 

● 会場閉鎖   

・会場は15:00に閉鎖いたしますので、表彰・閉会のあいさつが終わり次第速やかに会場か

ら退出するよう御協力お願いいたします。 

  

 

6. お問い合わせ 

 

 牧内佑介（運営責任者）  

＜前日まで＞kukwuolc35fm♪gmail.com （♪を＠に変えてください）  

＜当日＞ Tel：080-2510-7790  

 

 大会ウェブサイト http://kuolc.dip.jp/event/uneiren35/index.html 

 

当日の天候によっては、主催者側が大会中止を決定する可能性があります。大会中止の

場合、大会当日朝5時までに大会ウェブサイトにて告知します。ウェブサイトを見られ

る環境にない方で、開催判断しかねる天気の場合、上記記載の電話番号までご連絡くだ

さい。 

 

 

 

※ その他連絡事項  

 

テレイン内や会場にて、カメラマン及び会場スタッフが写真を撮影することがありますが

http://kuolc.dip.jp/event/uneiren35/index.html


ご了承ください。撮影された写真は、後日大会ウェブサイトに掲載する予定です。 

7. スタートリスト 

 

MA 

10:30 岩切 泰和 阪大 OLC 196051 

10:31 井口 翔太 なんばパークス 114669 

10:32 伴 毅 京都 OLC 64050 

10:33 久保 喜正 京都 OLC レンタル 

10:34 堀 裕太 阪大 OLC 196071 

10:35 加藤 昭治 東海走友会 196166 

10:36 伊藤 F 宏大 

ウィザードマリーンの配下であるネクロマンサ

ーに、オラントルスに姿を変えられてしまっ

た、サンタッキャヴァリア 

レンタル 

10:37 千反田 える 神山高校古典部 196114 

10:38 宇井 賢 ういまさる 170268 

10:39 栗栖 怜央 阪大 OLC 196052 

10:40 中西 基裕 阪大 OLC 196055 

10:41 小倉 暢 京大 OLC 64084 

10:42 松島 真之 闇 114666 

10:43 安中 勇大 トラウマ OLC 64022 

10:44 寺田 啓介 鞍部同好会 76882 

10:45 濱田 佑 会場でアニソン流してた去年の運責 レンタル 

10:46 奥村 理也 ウルトラクラブ 401574 

10:47 佐藤 真悟 阪大 OLC 195991 

10:48 平島 俊次 京都 OLC レンタル 

10:49 倉本 竜太 京都大学薬品分子化学分野 64044 

10:50 加納 尚子 朱雀 OK 483354 

10:51 小川 丈彰 阪大 OLC 196075 

10:52 藤田 純也 子ども大好きにーと 64156 

10:53 笠間 悠輔 京都大学国際法学研究会合宿係 93437 

10:54 朝野 椋太 京大 OLC34.5期 レンタル 

10:55 築地 孝和 2/11(火)殉職 196079 



10:56 鈴木 蒼 多分来ません 170310 

10:57 五百倉 大輔 京大福田一門 150073 

10:58 糸井川 壮大 去年の競責 64057 

10:59 古村 尭大 京大 OLC 114672 

11:00 伊藤 陵 ☆SHOKKAN☆ 64048 

11:01 松下 睦生 2年前の競責 114665 

11:02 石田 洋 阪大 OLC 196084 

11:03 伊藤 奎梧 京大 ENC 64079 

11:04 秋山 周平 凸凹の凹の方 196084 

11:05 鹿野 勘次 岐阜 OLC 157398 

11:06 桜井 創 阪大 OLC 196081 

11:07 小菅 一輝 きょーだいぱらけー 64113 

11:08 太田 裕士 洛友会 64059 

11:09 當坂 康紘 え？東京じゃないん？ 64115 

11:10 平山 友啓 KOLA 183174 

11:11 石川 智之 阪大 OLC 196074 

11:12 松橋 徳敏 つるまい OLC レンタル 

11:13 伊藤 悠葵 阪大 OLC 196077 

11:14 松井.C.俊樹 ちょろい捜索隊長 レンタル 

11:15 福井 直樹 阪大 OLC 196070 

11:16 清水 嶺之 激シャ同好会 レンタル 

11:17 内藤 一平 米森研究室(仮) レンタル 

11:18 北川 太一 阪大 OLC 196087 

11:19 小野 真嗣 京大 ADCかつ前年度こぉすぷらんなぁ(^ω^) 114668 

11:20 長谷部 達也 もう、やだあああ。 76881 

11:21 羽島 和重 川口 OLC 600836 

 

 

 

 

 

 



 

MAS 

10:30 澤地 實 大阪 OLC レンタル 

10:31 柴田 喜一 つるまい OLC 409786 

10:32 高村 卓 上尾 OL クラブ 185223 

10:33 小嶋 裕 大阪 OLC レンタル 

10:34 塚田 元郎 京都 OLC レンタル 

10:35 徳野 利幸 愛知県 OL協会 レンタル 

10:36 近藤 義弘 みやこ OLC レンタル 

10:37 辻村 修 コンターズ レンタル 

10:38 村橋 和彦 KOLA 172689 

10:39 祖父江 祐斗 
まだテストが残ってます 可だけはやめてくだ

さい 
64155 

10:40 阪本 博 大阪 OLC 409812 

10:41 古川 勝生 みやこ OLC レンタル 

10:42 福井 陽貴 九会小学校 レンタル 

10:43 福井 直樹 加西市 レンタル 

 

WA 

10:45 熊野 ひとみ 京女 OLC 114662 

10:46 下川 千晴 奈良女 OLC レンタル 

10:47 村上 澄代 晴れの国岡山 OLC レンタル 

10:48 四宮 寿美子 豊中 OLC レンタル 

10:49 山田 祐理子 奈良女 OLC レンタル 

10:50 井上 佳南 奈良女 OLC レンタル 

10:51 阿部 ちひろ 阪大 OLC 196082 

10:52 野島 貴子 京女 OLC 199390 

10:53 前之園 知江 京女 OLC 199671 

10:54 帯金 未歩 21 さんの弟子 196093 

10:55 高橋 理恵 奈良女 OLC レンタル 

10:56 植松 裕子 入間市 OLC 190157 

10:57 西澤 奈美 去年のスタートパート 114660 



10:58 高橋 佳代 奈良女 OLC レンタル 

10:59 八十島 梓 京女 OLC 199261 

11:00 大井 綾 京女 OLC 199575 

11:01 長瀬 朋子 つるまい OLC 183733 

 

B 

11:03 高村 陽子 上尾 OL クラブ 400770 

11:04 田中 宏明 故障者リスト 64089 

 

N 

11:06 中島 真治 大阪 OLC レンタル 

11:06 中島 遼 ゾロリーズ レンタル 

 

大会役員名 

 

役職 名前 

 

実行委員長 稲垣智子 

運営責任者 牧内佑介 

競技責任者 浅井迅馬 

コースプランナー 瀬尾峻汰 

渉外担当 福重雄大 

会計担当 竹内孝 

広報担当 石野陽子 

会場 山本賀奈子 山口莉花 

土川翔伍  竹内孝 

サービス 佐藤奈緒子 葛野力 

福重雄大  中口典子 

芦田英郎  廣木幹太 

上田大介 

スタート地区 橋本修志  瀬尾峻汰 

東又みのり 鈴木拓弥 



ゴール地区 大神優祐  羽山恭平 

救護・給水 前澤辰興  実藤俊太 

計セン 天野良樹  石野陽子 

イベントアドバイザー 中村陽二 

 


