
    ２０１３年度	 京大京女新人運営大会  要項 

 
☆	 開催日	 	 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） 
 
 
■ 場所      京都府京都市東山区・山科区 
■ テレイン	 華頂山将軍塚 2013秋 
■ テレインプロフィール 
	 テレイン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。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。 
■ 地図情報	 華頂山将軍塚 2013秋 

           縮尺 1 : 10,000 
           2013年 9月朱雀オリエンテーリングクラブ修正 
	 	 	 	 	  走行可能度四段階表示・ビニール封入済み 

■	 競技形式	  ポイントオリエンテーリング	 ミドルディスタンス競技 
■	 パンチングシステム	 	 	  
               emit社製電子パンチングシステム(Eカード)使用 
 



■ 会場	 	 	 東山山頂公園    ※会場には女子更衣用のテントを設置します。 
 

 

 
■ 交通	 	 	  電車 
	 	 	 	 	 	 	 →京都市営地下鉄東西線・東山駅から円山公園経由 
	 	 	 	 	 	 	 	 で約 40分 
	 	 	 	 	 	 	 →市バス停留所「祇園」より徒歩約 30分	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	  自家用車 
	 	 	 	 	 	 	 →国道一号線または三条通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 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 設置クラス 

クラス MA MAS WA B N 

ウィニングタイム 35分 30分 35分 30分 25分 

 

※	 WAの参加は女性のみに許可されます。 

※	 MAは上級者、MASは中級者、Bは初級者、Nは初心者向けクラスです。 

 



エントリー方法 

■	 参加費 
《事前申し込み》 
高校生以下 
京大京女府大 
現役生 

京大京女府大

OB・OG 
その他の 
現役大学生 

一般 

0 円 500 円 800 円 900 円 
	  《当日申し込み》 

高校生以下 その他 
0 円 1500 円 

     ※ 略称 
京大→京都大学 
京女→京都女子大学 
府大→京都府立大学	 	 	  

※	 Eカードをレンタルされる方は、レンタル代として別途 200 円が必要
となります。参加費に加えて振り込んでください。なお、当日申し込

みの場合はすべてレンタルカードでの出走となります。この場合、

レンタル費は上記の参加費に含まれております。 
※	 貸しコンパスは用意いたしますが、お貸しする際に保証金として 3000
円が必要となります。 

■	 申し込み 
  ≪個人申し込みの方≫ 
以下の三種類の方法での申し込みを受け付けております。 
⑴ メールによる申し込み 
申し込みページから Excelファイルをダウンロードし、必要事項をご記入の
上以下のメールアドレスにお申し込みください。 
	 大会用メールアドレス	 kukwuolc35fm@gmail.com 

⑵ 郵送による申し込み 
申し込みページからテンプレート(Excel)を印刷し、必要事項をご記入の上、
次ページの住所まで郵送願います。 
	  



〒606-8325	  
	 京都府京都市左京区聖護院東町１－７キュリー岡崎２０Ｄ 
	 葛野	 力	 （申込み担当） 

⑶ 会場申し込み 
以下の２大会で会場申し込みを受け付けています。当日看板を持っているス

タッフまたはお近くの京大京女生に参加希望の旨をお伝えください。申込用

紙をお渡しします。 
l 1/12阪大新人運営大会（大阪） 

 ≪団体申し込みの方≫ 
	 メール、郵送、会場申し込みを行っていますが、メールまたは郵送で申し込

まれる方は申し込みページから Excel データをダウンロードし、必要事項をご
記入の上申し込み用メールアドレスに添付して送信、または前述の⑵郵送申し

込み住所までご連絡ください。 
	 大会用メールアドレス	 kukwuolc35fm@gmail.com 
※メールまたは郵送申し込みの場合、以下の口座に必要金額をお振込みくださ

い。申し込みとお振込みを確認し次第、ご連絡いたします。このこちらからの

連絡をもって申込み完了とさせていただきます。締め切りは 1/31日(金)(郵送必
着)とさせていただきます。 
l ゆうちょ銀行から振り込む場合 
〔加入者名〕	 葛野	 力(クズノ	 リキ) 
〔記号番号〕	 14440-03838491 
l ほかの金融機関から振り込む場合 
〔加入者名〕	 葛野	 力(クズノ	 リキ) 
〔銀行名〕ゆうちょ銀行	 〔店番〕448〔支店名〕（ヨンヨンハチ） 
〔預金種目〕普通預金	 〔口座番号〕0383849 
※申し込み後はなるべくお早めにお振込みください。場合によってはこちらか

らご連絡させていただく場合がございます。 

※留意事項※ 
大会当日まで、参加者の本大会使用テレインへのオリエンテーリング目的での

入山を禁止します。 
☆問い合わせ先 
	       kukwuolc35fm@gmail.com 


