


タイムテーブル 

 

9:30  開場、当日申し込み開始 

10:30 当日申し込み終了 

10:30 トップスタート 

12:00 スタート閉鎖 

12:00 表彰開始(表彰者確定次第スタート) 

14:00 ゴール閉鎖 

15：30 会場閉鎖 

 

 

 

 

 

実行委員長挨拶 

 

この度は 2018年度京大京女新人運営練大会にご参加いただき、誠にありがとうございます 

。 

本大会は京都大学オリエンテーリングクラブ、および京都女子大学オリエンテーリングク 

ラブの一年生が中心となって、毎年二月に開催してまいりました。今年の一年生は 40期に 

当たり、クラブの歴史の長さを感じております。 

例年の新人運営練は将軍塚や東山・大文字など京都市内で開催していましたが、今年は大 

きく離れ、宇治市の太陽が丘にて開催する運びとなりました。 

舞台となります太陽ヶ丘は、2012年の第 1回ウェルカムリレーの際に、当時独立 1年目の 

NishiProの手によってリメイクされました。以来、多くの大会や練習会で使用されており 

、関西在住のオリエンティアにとってはおなじみのテレインとなっています。40期の中に 

は、初めてオリエンテーリングをしたのは太陽ヶ丘だったと言う者も多く、思い出深いテ 

レインで大会を開催できることを嬉しく思います。 

大会当日は一年で最も寒い時期です。怪我をされないよう、また体調を崩されることのな 

いよう、十分な準備をしてお越し下さい。 

おわりに、本大会の開催にあたり、ご協力いただいた皆様に厚く御礼を申し上げると共に 

、参加者の皆様に楽しんでいただけることを願って、実行委員長の挨拶とさせていただき 

ます。 

 

実行委員長 和佐田祥太朗 

 



交通・会場案内 

 

 会場 

 

京都府立山城総合運動公園(太陽が丘) 体育館 (3階 多目的ジム) 

 

会場へのアクセス 

 

♦公共交通でお越しの場合  

終点「太陽が丘」、または「太陽が丘ゲート前」バス停でお降りください。 「太陽が丘」バ

ス停からは会場まで徒歩約 3分、「太陽が丘ゲート前」からは徒歩約１３分です。 

・バス停からの誘導はございません。 

 

 

【バス時刻表】 

(2019/01/27現在 バス運行会社 HP 確認) (のりば、時刻は出発前に各社 HP などで再度ご

確認ください) 

  

〇JR 奈良線宇治駅または京阪宇治線宇治駅より  

京阪バス「太陽が丘」行きに乗車し終点下車。 

 (所要時間: JR 宇治駅より約 10 分、京阪宇治駅より約 15 分)  

[京阪宇治駅バス停②のりば 太陽が丘行きバス発車時刻] 

 8時 40分  9 時 40 分  

 [JR 宇治駅バス停①のりば 太陽が丘行きバス発車時刻] 

 8 時 45 分 9 時 45 分 

  

〇JR 奈良線宇治駅または京阪宇治線宇治駅より  

京阪バス「太陽が丘ゲート前経由維中前」行きに乗車し 「太陽が丘ゲート前」下車。 

 (所要時間: JR 宇治駅より約 10 分、京阪宇治駅より約 15 分) 

 [京阪宇治駅バス停②のりば 維中前行きバス発車時刻] 

 9 時 24 分   

[JR 宇治駅バス停①のりば 維中前行きバス発車時刻]  

9 時 29 分   

 

 

 



〇近鉄京都線大久保駅または JR 奈良線新田駅より  

京阪バス「太陽が丘」行きに乗車し終点下車。 

 (所要時間: 大久保駅より約 20 分、新田駅より約 17 分) 

 [近鉄大久保駅バス停⑤のりば 太陽が丘行きバス発車時刻]  

9 時 18 分 9時 58 分   

[JR 新田駅南口バス停 太陽が丘行きバス発車時刻] 

9 時 21 分 10 時 1 分  

 ※新田駅バス停は、駅改札を出て正面突き当たりを右手 (北方向)へ 100ｍ強の府道沿い。 

 

〇バス停から会場へのアクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 



♦車でお越しの場合  

 

【大阪方面から高速道路の場合】  

京滋バイパス.宇治西インターチェンジより約 6 キロ。 (宇治側ゲートより入場)  

第二京阪.久御山南インターチェンジより約 6 キロ。 (城陽側ゲートより入場)  

 

【滋賀方面から高速道路の場合】  

京滋バイパス.宇治東インターチェンジより約 4.5 キロ。 (宇治側ゲートより入場) 

 

・高速道路インターチェンジから太陽が丘へのアクセス 

 

               （http://www.kyoto-park.or.jp/yamashiro/ 引用） 

 

※当日は第二駐車場のみを使うようお願いします。 

 

 

 



♦徒歩、自転車でお越しの場合は来場時は、西ゲートからの入場を禁止します。 

(帰路は利用可能です。) 宇治側ゲート、城陽側ゲートから入場できます。  

最寄り駅から会場までの距離および徒歩での所要時間は以下のとおりです。  

ＪＲ宇治駅から宇治側ゲート経由: 約 2.6 キロ(途中から登り坂) 約 45 分  

ＪＲ新田駅から城陽側ゲート経由: 約 3.0 キロ(途中から登り坂） 約 50 分 

 

会場施設案内 

 

 

 

多目的ジムレイアウト 

 

 

 

 

会場３Fレイアウト                  会場２Ｆレイアウト 



 

・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。必ずご覧ください。 

・女子更衣室…体育館２Fにプールの女子更衣室がございますので女性の方はご利用くださ

い。 

 

会場使用上の注意 

 

・多目的ジム、女子更衣室は土足厳禁です。競技後に入場する際は体育館外でできる限り土

埃を払ってください。 

・荷物を置いたり、準備をするときには多目的ジムの中央のスペースをご利用ください。ス

ペースは十分確保しておりますが、参加者同士譲り合ってご利用ください。 

・会場内に足洗い場はございません。 

・多目的ジム外に下駄箱がございますが、使用は禁止ですので靴は置かないようにお願いし

ます。 

・トイレは３Ｆと２Ｆの両方にあります。 

・当日は体育館内に他団体の方もいらっしゃるので迷惑をかけないように注意をお願いし

ます。 

・飲酒・喫煙・火気の使用は厳禁です。 

・ゴミは各自でお持ち帰りください。 

・貴重品は各自で保管してください。会場には常に役員を配置しますが、紛失盗難等の責任

は負いかねます。 

・多目的ジム・女子更衣室以外の部屋は原則立入禁止となります。 

・会場内への O-map「Sunshine Hills 4」及び、本テレインを含む他の旧地図の持ち込みは

禁止です。万が一持ち込みが発覚した場合は、失格となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



競技情報 

 

 

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 

 

競技時間 

 

競技時間は 90 分です。競技時間を超えた場合には失格となります。 

 

競技上の禁止事項 

 

・許可なく競技前・競技後にテレイン内に立ち入る行為。  

・立ち入り禁止区域に立ち入る行為。  

・指定された E カード以外を使用する行為。 

 

競技上の諸注意 

 

・テレイン内の立入禁止エリアに青黄テープを張っています。 

・故意に樹木を傷つける行為はお止め下さい。 

・金属ピン付きシューズでの出走は禁止します。  

・負傷者を発見した場合は、競技を中断して最寄りの係員または大会本部までお知らせ下さ

い。  

・当日、寒さでユニットが正常に作動しない場合があります。ご了承ください。 

・肌を露出しない長袖・長ズボンでの出走を推奨します。また、2 月実施のため天候に 

よってはかなり厳しい条件になることが予想されます。ウインドブレーカーなど適切な防

寒対策をお願いします。低体温症には十分ご注意下さい。 

・テレイン内にはパーマネントコースのポストがありますが、そのポスト位置は地図上に記

されていないので注意してください。  

・本大会では傷害保険には加入していますが、ご自身の健康状態や周囲の安全に十分注意

し、無理をなさらないようお願いします。なお、不測の事態に備え、健康保険証(またはそ

のコピー)をご用意下さい。 

  

 

 



 

地図情報 

 

Sunshine Hills 4(2012年 NishiPRO 作成) 

縮尺 1/5000 等高線間隔 2.5m (JSSOM2007 準拠) 

走行可能度 4段階表示  

 

以下の特殊記号を用います。 

 

 

コントロール位置説明表について 

 

本大会ではスタート 2 分前枠にてコントロール位置説明表(JSCD2008 準拠)を配布します。 

コントロール位置説明表の大きさは縦 150mm×横 60mm 未満です。コントロール位置説明

表は地図にも印刷されています。また、Nクラス及び Gクラスは日本語によるコントロール

位置説明を併記します。 

 

 

 

 

テレインプロフィール 

 

京都府立山城総合運動公園(太陽が丘)内のパーク、フォレスト混在テレインである。パーク

エリアでは見通しがよく、爽快に走り抜けることができるが、建物や遊具が点在し、他の公

園利用者と衝突しないよう注意が必要である。フォレストエリアでは細かい地形が発達し

ており、見通しが悪く、走行可能度は概して低い。 



植生の変化が多岐に渡っており、先日の台風の影響で倒木がみられる箇所も存在するが、レ

ースに多大な影響を与えるほどではない。 

 

 

コースプロフィール 

 

A、ASクラス 

公園内なので実行難度は低いが、巡航速度や、藪を切るか、道から捲くかといったルートチ

ョイスやが勝負の鍵となるだろう。 

 

B、Ｎ、Gクラス 

道走りメインとなる。様々な特徴物に置かれたコントロールを回るのを楽しんでほしい。 

 

計時方式 

 

・本大会では Emit 社製電子パンチングシステム(E-card)を使用します。  

・指定された E カード以外の E カードを使用した場合は失格となります。  

・レンタル E カードを紛失・破損した場合は損害金として 5,000円を頂きます。 

 

コース情報 

  

 

 

救護所について 

本大会では救護所は設けませんが、本部に救急箱を設置しますので負傷した場合は本部ま

でお越しください。 

 

 

 

クラス 距離 登距離 優勝設定時間 対象

MA 3.4km 230m 33分 上級者

MAS 2.6km 175m 35分 上級者・距離短め

WA 2.6km 175m 35分 上級者

WAS 2.0km 100m 35分 上級者・距離短め

B 1.6km 65m 30分 中級者

N 1.2km 30m 20分 初心者

G 1.2km 30m 20分 グループ



当日の流れ 

 

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

ラスを確認の上、ご自分の該当するものをお取り下さい。 

 

②当日申し込みされた方 

 

9:30～10:30 の間に受付にある申し込み用紙に必要事項を記入して頂いた後、申し込み用

紙・参加費と引き換えに、バックアップラベル、レンタル E カードをお渡しします。スタ

ート時刻につきましてはこちらで指定します。尚、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下さい。  

 

※当日申し込みの方は原則レンタル E カードのみの使用となります。 

 

【当日参加申し込みの参加費】 

 

 

※Gクラスに参加をご希望の方は下記の③を参照して下さい。  

※地図の枚数には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。予

めご了承下さい。 

 

③Gクラスの参加について 

G クラスはグループ単位での参加になります。グループ代表者 1 名様の名前でお申し込み

下さい。当日申し込みの参加費は学生・一般に関わらず、1 グループあたり 1000円となり

ます。1 グループにつき地図は 1 枚ご用意します。尚、受付にて 1 枚 300円で地図を追

加することが可能です。ご希望の場合には受付にてご購入下さい。 

区分 参加費(レンタル代含めず) E-cardレンタル

現役京大・京女生 1500 円

OB/OG 京大・京女生 2000 円

他大学 2000 円

一般 2500 円

高校生以下 0 円

Nクラス 1000 円

Gクラス 1000 円

300円



 

 

④マイ Eカードを忘れた方 

カードレンタル料 300円と引き換えに E カードをお渡しします。尚、レンタル E カード

を紛失・破損された場合、実費 5,000円を頂きます。 

 

⑤Eカード番号が違う方 

マイ E カードご使用の方で、プログラム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。 

 

⑥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

をお貸し致します。尚、保証金はコンパス返却時にお返しします。 

 

⑦参加費の返金・追加徴収がある方 

返金・徴収は受付にて行いますので受付までお越しください。 

 

⑧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。 

 

⑨地図販売について 

11:30より受付にて本大会の地図を販売します。全ポ図が 500 円、各コース図が 300円に

なります。 

 

⑩その他問い合わせ 

競技に関するお問い合わせは本部にて受け付けます。その他お問い合わせのある方は受付

にお越しください。尚、当日のクラス変更はできませんので予めご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



スタート 

 

①スタートに関する留意事項 

 

・E カード、コンパス、時計を忘れないようスタート地区へ持参してください。 

・会場からスタート地区までは・会場からスタート地区までは青テープ誘導（距離：約 250m, 

徒歩：約 4分）です。 

・ 会場からスタートへ行く際に車が通る道を通過します。車両に十分注意して道を横断し

てください。 

・参加クラスによって参加レーンが違うので注意して下さい。（下記のスタート地区レイア

ウト参照） 

・スタート地区に着いたら E カードのアクティベートを行って下さい。アクティベートを

行わず、スタート直前に E カードが故障していることが判明した場合は係員の指示に従っ

てください。  

・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 12:00 を予定しております。閉鎖後のスタートは認められません。 

・本大会ではウィンブレ輸送を行います。利用を希望される方は、スタート地区にて養生テ

ープに記名し、輸送を依頼する物品に貼り付けた上で担当者に預けてください。一人一枚ま

での枚数制限をしますのでご了承ください。返却は会場にて行います。尚、利用は自己責任

でお願いします。荷物の取り違え等があった場合も運営者は責任を負いかねます。 

 

②スタート地区レイアウト 

 

 



③スタートまでの流れ 

 

3分前…アクティベートユニットで動作確認の上、3 分前枠に入って下さい。  

2 分前…2 分前枠にお進みください。 2 分前枠にコントロール位置説明を設置しておりま

すので、お受け取り下さい。  

1 分前…1 分前枠に進み、係員の指示に従って下さい。  

10 秒前…スタートユニットに E カードをセットして、スタートと同時に E カードを離

し、地図を取って出走してください。スタート地区からスタートポストまでは赤白テープ誘

導となります。スタートフラッグは、地図上の△地点となっています。 

 

競技中 

 

①Eカード使用上の注意 

 

1 番コントロールから順に回り、各コントロールにてユニットに E カードをはめてくださ

い。もし誤ったコントロールにパンチした場合、その後に正しい順番でコントロールにパン

チすれば正常に計時されます。E カードが正常に作動しなかった場合、バックアップラベル

でコントロールの通過を確認できれば完走とします。バックアップラベルを紛失した上で、

E カードが正常に作動しなかった場合や、全コントロールに正しい順番での通過が確認で

きなかった場合は失格となりますのでご注意ください。尚、E カードを紛失した場合も失格

となります。 

 

②棄権 

 

棄権する場合は、必ずゴールを通過し、その後に計センを通過してください。また、競技時

間を超過した方は競技中であっても速やかにゴールへ向かってください。 

 

ゴール 

 

①誘導 

 

最終コントロールからゴールまではコーンによる誘導に従ってください。 

 

②フィニッシュ 

フィニッシュはパンチングフィニッシュで、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。フィニッシュ後は、誘導に従って会場にお戻りください。 



会場内の計センにて E カードの読み取りを行います。また、E カードをレンタルされた方

は、計センにて回収いたします。また、万一 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。  

 

※本大会では地図回収を行いません。ゴール後地図を出走前の選手に見せることのないよ

うにしてください。 

 

③ゴール閉鎖 

 

ゴール閉鎖は 14:00です。競技途中であっても、棄権される場合でも、必ずこの時刻まで

にゴールを通過してください。14:00 のゴール閉鎖に間に合わないと判断した場合は直ち

に競技を中止しゴールに向かってください。14:00 を過ぎてもゴールまたは計センを通過

していない場合には、未帰還者として捜索を行う場合があります。 

 

速報・表彰 

 

・速報は随時会場に掲示予定です。会場にて 12:00 頃より順位が確定したクラスから順次

表彰を行います。  

・表彰対象は MA/WA/MAS/WASのクラスにおいては上位 3名、B/N/Gのクラスにおいては上位

1名となります。 

 

会場閉鎖 

 

会場は 15:30 に閉鎖いたしますので、閉会の挨拶が終わり次第速やかに会場から退出する

ようご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

諸注意 

 

・ 大会当日、降水降雪のある場合でもほとんどの場合、大会を決行します。  

・ 大会の開催に大きな支障をきたす事象が発生したと判断された場合、大会を中止します。

当日の開催判断については 7:30 までに公式 HP と公式 Twitter にて告知をいたします。  

・ 大会期間中に参加者が自分自身または第三者に対して与えた損害・損失については主催

者・主管者ともに一切の責任を負いません。 

・本大会は傷害保険に加入していますが、補償額には限りがあります。補償内容については、

大会公式メールアドレスまでお問い合わせください。また、各自で健康保険証の持参を推奨

します。また、当日申込者対象の保険には限りがあり、当日申込者が多い場合は保険に加入

できない場合がございます。 

・ 本大会においては、申し込みの際に得た個人情報は結果発表・各種通知・大会運営のた 

めにのみ使用します。名前・所属・記録は、結果発表のためにウェブ上に記載します。  

・ 大会当日、オリエンテーリングクラブ広報目的の撮影が入ります。 

・会場及びテレイン内は禁煙です。 

 

お問い合わせ 

 

大会用メールアドレス ku.kwu.40th.comp☆gmail.com （☆→＠） 

公式ホームページアドレス http://kuolc.dip.jp/event/uneiren40/ 

 

 

mailto:ku.kwu.40th.comp@gmail.com

