
宇治・伏見フォトロゲイニング大会(第 21 回京大京女大会前日大会) 

プログラム 
 

・開催日 2016(平成 28)年 10月 22日(土) 

・主催・主管 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 

・会場    伏見港公園 
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１．実行委員長挨拶 

天高く馬肥ゆる秋、皆様いかがお過ごしでしょうか。この度は、宇治・伏見フォトロゲイ

ニング大会にご参加いただき誠にありがとうございます。 

 本大会では、第 21回京大京女オリエンテーリング大会の前日大会として、昨年に引き

続きフォトロゲイニングを開催いたします。宇治や伏見には、世界遺産や国宝に認定され

ている寺社仏閣に留まらず、多くの見所があります。市内とはまた異なった魅力に溢れた

この地でのロゲイニングを、ぜひお楽しみください。また、くれぐれも怪我や事故などに

遭われぬようお気をつけて、秋色深まる京都をご堪能いただけたらと思います。 

 最後になりましたが、本大会の開催にご理解及びご協力いただきました多くの方々に厚

く御礼を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

実行委員長 佐藤寛子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．タイムテーブル 

9:30         会場・受付開始 

10:20         5時間の部 受付終了 

10:30         5時間の部 競技説明開始 

         本部前において簡単なルールの説明を行います。 

10:45         5時間の部 地図配布 

         地図配布後 15分間作戦を練る時間を設けます。係員の指示に従い、5

分前までにスタート位置に集まってください。 

11:00         5時間の部 スタート 

         全クラス一斉スタートです。 

11:00～11:30  地図読図講習会 

         簡単な地図の読み方などの講習を行います。ご希望の方は 11時まで

に受付をお済ませの上、本部前に集まってください。 

11:20     3時間の部 受付終了 

11:30     3時間の部 競技説明開始 

         本部前において簡単なルールの説明を行います。 

11:45     3時間の部 地図配布 

         地図配布後 15分間作戦を練る時間を設けます。係員の指示に従い、5

分前までにスタート位置に集まってください。 

12:00     3時間の部 スタート 

         全クラス一斉スタートです。 

15:00     3時間の部 フィニッシュ 

15:30     3時間の部 表彰 

16:00     5時間の部 フィニッシュ 

16:30     5時間の部 表彰 

17:30     閉場 



3.会場までのアクセス 

下の図を参考に会場までお越しください。 

 

(1)鉄道でお越しの場合 

 京阪電鉄 中書島駅 南改札口より徒歩 3分  

(2)市バスでお越しの場合  

 「京阪中書島・伏見港公園」バス停より徒歩 2分 

  6・20・22・81・南 3・南 8系統のバスが停車します。(一部のバスは経由しません。)  

 「中書島」バス停より徒歩 5分 

  19・20・22・81・105・南 3・南 5・南 8系統のバスが停車します。 

  下車後、南にお進みください。 

(3)自家用車でお越しの場合 

  名神高速道路「京都南ＩＣ」より南へ 10分 

  第二京阪道路「巨椋池ＩＣ」より北へ 5分 

  公園内に駐車場がございます。 駐車料金 1時間以内 300円 

                      1時間以上 100円/1時間加算 



 

４．会場 

 (1)会場レイアウト 

 

・会場は青空会場です。雨天時は荷物等が濡れないよう各自準備をお願いします。 

・女子更衣室は、午前：上図のトイレの南側、午後：公園管理事務所内にございます。 

 

５．受付 

 (1)受付  

    当プログラム 14ページの「携帯電話番号提出用紙」を印刷の上ご記入頂き、受

付に提出してください。引き換えに配布物(ナンバーカード、安全ピン、地図用ポリ

袋、参加賞)をお渡しします。受付での混雑を防ぐため、「携帯電話番号提出用紙」

はなるべくご来場前に印刷・ご記入の上ご持参いただくようお願い致します。ナン

バーカードは 1チームにつき 1枚配布します。代表者の方は、ナンバーカードを役

員に見やすいように身につけて下さい。 

 

 



(2)コンパス貸し出し 

   受付にてコンパスの貸し出しを行います。その際、保証金として 3000円を預か

ります。競技終了後、コンパスの返却と引き換えに保証金をお返しします。コンパ

スを紛失、破損させた場合は保証金をお返しできない場合がありますので、ご了承

下さい。 

 

６.競技情報 

(1)使用地図 

A3版一枚 縮尺 1:25000 等高線間隔 10mの国土地理院電子地形図を使用します。 

競技範囲 京都市・宇治市 

「国土地理院電子地形図 25000 凡例」及び特殊記号は次ページ図の通りです。 競技用

地図には掲載しませんので，必要な方は次ページをプリントアウトして競技にお持ちく

ださい。ただし、赤字で書かれた「通行禁止の目立つ道」は、地理院地図では「高速道路」

ですが、今回の競技では「通行禁止の目立つ道」とします。 



 



(2)コースプロフィール 

観光名所に富んだ京都市伏見区及び宇治市内が競技エリアとなっています。 

大部分が平坦な市街地で占められていますが、一部起伏に富んだ市街地や山林エリアもあ

り、高得点を狙うにはそのようなエリアも走り切る体力が要求されます。また、京阪電車

をご利用いただくこともできるので体力に自信のない方にも安心してお楽しみいただけま

す。 

 

(3)持ち物  

○競技中、必ず携帯しなければならないもの 

  ・デジタルカメラ(携帯電話等に付属の物で構いません) 

  ・携帯電話 

  ・ナンバーカード(当日受付にて 1チームに 1枚お渡しします。) 

  ・時計 

  ・競技用地図、チェックポイント一覧表 

  ・コンパス 

○競技中、携帯を推奨するもの 

  ・着替え 

  ・筆記用具(ペン・メモ用紙など) 

  ・電卓 

  ・飲食物 

  ・現金 

  ・京阪電車「宇治・伏見 1dayチケット」 

    

(4)競技について  

・競技時間は５時間または３時間です。   

・競技エリアには異なる得点の 40個のチェックポイントが設けられています。チェック

ポイントの番号が得点です。チェックポイントを回る順番は自由です。なお今大会では

「ボーナスミッション」を 7種類用意しました。各ミッションではチェックポイントを 2

～4箇所指定します。指定ポイントを全て回ればボーナス ポイントを差し上げます。回る

順番は問いません。ボーナスミッションの内容はチェックポイント一覧表に掲載します。

ボーナスポイントも含めて競技時間内にどれだけ多くの得点を取れるかを競います。満点

は 2275点です。     

・競技開始の 30分前までに競技の準備を済ませて会場にお集まりください。競技中の注

意事項等を説明します。  

・競技開始の 15 分前に次の 2点を配布します。    



＊競技用地図（チェックポイントの位置と得点を記載してあります）   

＊チェックポイント一覧表   

＊会場周辺拡大図 

・地図配布後、競技開始時刻までの間にどのように回るか作戦を立ててください。地図や

チェックポイント一覧表に書き込みをしてもかまいません。ペン等があると便利です。ま

た，得点計算のために電卓があると便利です。これらの道具は主催者側からの貸し出しは

行われません。 

・地図とチェックポイント一覧表は耐水紙ではありません。汗や雨等でにじみ、見辛くな

るのを防ぐため、受付で渡したポリ袋をご利用ください。   

・各チェックポイントではデジタルカメラ（携帯電話等に付属のものでも可）で写真を撮

影し，通過したことを記録します。地図の○印の中心がチェックポイントの位置です（た

だし，チェックポイント対象物が巨大であるなどの理由により離れたところから写す場合

は，地図の○印の中心は撮影対象物の位置ではなく撮影者の立つ位置です）。 

・チェックポイント一覧表の写真と同じアングルで（チェックポイント一覧表に撮影方向

の目安が書いてあります）撮影者以外のチーム全員を入れて撮影してください（個人参加

の方は除く）。 

・通過記録写真の撮影はカメラの故障等やむを得ない場合を除いて同じ１台のカメラで行

ってください。  

・チームメンバーは常に全員一緒に行動し（30ｍ以上離れないこと。単独行動や特定のメ

ンバーだけが回るといったことは禁止です）チェックポイントを回ってください。フィニ

ッシュもチーム全員で行ってください。  

・競技中はナビゲーション補助機器（ＧＰＳ受信機，距離計，高度計等），通信機能を有

する電子機器や市販の地図の使用を許可します。  

・他のチーム，一般の人，店舗や交番等第三者に道を尋ねることは禁止します（事故やけ

が人の発生等，緊急を要する場合は除く）。  

・フィニッシュ時刻を過ぎると、1 分ごとに 50 点の減点になります（秒単位切り上

げ）。30分以上遅刻した場合は点数にかかわらず失格になりますのでご注意ください。 

・フィニッシュ時刻に 20分以上遅刻しそうな場合は，チェックポイント一覧表及び地図

に記載の連絡先までご連絡ください。  

・一度スタートした参加者は必ずフィニッシュに戻ってきてください。やむをえない事情

でフィニッシュに戻れない場合は必ずチェックポイント一覧表及び地図に記載の連絡先ま

でご連絡ください。連絡が取れない場合は行方不明者として警察に届け出ることがありま

す。くれぐれも無断で帰宅することのないようお願いします。  

・その他，不正行為や注意事項に違反する行為が発覚した場合は失格とします。   

 

 



（5）鉄道の利用について 

○京阪電車の利用 

・今大会では、競技中の移動に、京阪電車を利用することができます。 

・競技中に乗車できる京阪電車の区間は、京阪本線の東福寺～中書島間と、宇治線の全区

間(中書島～宇治間)です。 

・競技中に,上記の乗車可能区間以外の公共交通機関をご利用になることはできません。地

図中には JR、近鉄、京都市営地下鉄の路線もございますが、本大会ではこれらの使用は

禁止とします。 

 

○「宇治・伏見 1dayチケット」のご案内 

・今大会の参加には、京阪電車の「宇治・伏見 1dayチケット」が便利です。 

・「宇治・伏見 1dayチケット」はご来場の際,ご帰宅の際もお使いいただけます。 

・「宇治・伏見１dayチケット」の乗り降り自由区間に、京阪本線の「中書島～八幡市

間」及び男山ケーブルが含まれていますが、競技中の乗車可能区間ではないため、競技中

に当該区間をご利用になることはできません。 

・今回使用を認めている東福寺、鳥羽街道駅は「宇治・伏見 1dayチケット」範囲外であ

り、別途お金がかかります。 

・「宇治・伏見 dayチケット」は、主催者側は用意致しません。各自でご用意ください。 

きっぷについての詳細は、以下のＵＲＬからアクセスしてご覧ください。 

 https://www.keihan.co.jp/traffic/valueticket/ticket/ujifushimi1day/ 

 

https://www.keihan.co.jp/traffic/valueticket/ticket/ujifushimi1day/


 

(6)結果発表 

・フィニッシュでお渡しする結果提出用紙にチェックポイントの番号を回った順番にご記

入いただき,点数を計算し,用紙を役員に提出してください。その際，役員による写真確認

を行いますので，デジタルカメラもお持ちください。 

・写真確認終了後，結果を掲示します。順位は得点の高さで決まります。同点の場合は所

要時間の短いチームを上位とします。なお以下の場合，該当するチェックポイントは不通

過とみなし点数はカウントされません。あらかじめご了承ください。  

・撮影者以外のメンバー全員が写っていない場合  

・デジタルカメラや保存メディアの不具合，撮影保存時の操作ミス等により写真が確認

できない場合   

  

７.表彰 

参加チームが５チーム未満のクラスは優勝チームに，それ以外のクラスは各クラス上位

３チームに賞状と賞品を差し上げます。なお，表彰時に表彰対象のチームの方がおられな

かった場合，賞品はお渡しできませんのでご了承ください。 

 

8.注意事項 

・本大会は市街地で開催されます。交通量の多い道路もありますので，くれぐれも無理な

横断はせず，横断歩道や歩道橋，地下道を利用してください。左下図のような「歩行者横

断禁止」の標識が出ている道路での横断歩道等以外での違法な横断は厳に慎んでくださ

い。また，人通りの多いところでは無理に走らないでください。歩行者等に気をつけ、交

通ルールを守り，安全には十分に注意してください。 

                

・競技中は山中のハイキングコースや観光客の多い道を通る場合があります。そういった

場所では観光客・ハイカーの方に恐怖感を与えないよう，一言声をかけ，状況によっては

走らないなどの配慮をお願いします。 



・神社仏閣の敷地内・陵墓への参道での走行など、一般の観光客の迷惑となる行為はおや

めください。 

・競技中は住宅街を通る場合があります。地元住民の方々の迷惑にならないよう，静かに

通行してください。  

・耕作地，民家の敷地等には絶対に侵入しないでください。また，山中で道から外れて山

林に侵入することも禁止します。  

・ゴミは各自でお持ち帰りください。主催者ではゴミ袋・ゴミ箱は用意しません。  

・傷害保険には主催者側で加入していますが，補償額には限度があります。参加者の皆さ

まにおかれましても各自で十分な備えをお願いします。 

・本大会への参加はご自身の健康状態を把握した上，無理をしないでください。当日は暑

くなる場合もありますので，十分な水分補給を心がけてください。 

・大会中に怪我や事故が発生した場合，応急処置などの対応はしますが，それ以上の責任

は一切負いません。参加者は自己の責任において体調管理や安全管理を行ってください。  

・競技中はチームに一台は携帯電話を必ず携行してください。フィ ニッシュ時刻を過ぎ

てもゴールしていない場合や緊急の場合に主催者側から連絡をとることがあります。  

・会場は禁煙です。また，競技中の喫煙，飲酒もご遠慮ください。  

・荒天の場合等，主催者の判断で開催を中止することがあります。中止の場合は当日朝６

時までに大会ホームページでお知らせします。 

・主催者が得た個人情報は今大会を開催する目的以外では使用しません。ただし，大会中

に撮影した写真を報告書等に掲載させていただく場合がありますのでご了承ください。   

 

 

 

 

 

 

 



10.大会スタッフ 

実行委員長                佐藤 寛子 

  運営責任者                吉岡 英晃 

  競技責任者                伴 広輝 

  チェックポイント設定責任者        松永 佳大 

  イベントアドバイザー                     阪本 博 

  渉外責任者                               永井 孝太郎 

  広報責任者                               二村 真司 

  会計責任者                               松本 萌希 

  申込責任者                               山本 明史 

   

《受付》 

橋本彩加 稲垣智子 竹川和佳子 土江千穂 東又みのり 

《会場》 

山田将輝 内掘百合子 大塚尊之 瀧澤明希 筒井佑紀 福岡憲彦 山森聡 大月南  

《写真チェック》 

金田満帆 浅井迅馬 金山柚佳 加茂暢也 佐野萌子 瀬尾峻汰 竹内孝 松永佳大  

山本明史 魚里文彦 

《誘導》 

松本萌希 唐崎準也 田沼未来 永井孝太郎 番匠遥 牧内佑介 尾山理子 坂田真帆 

 

 

11.お問い合わせ 

 本大会に関するお問い合わせは以下のアドレスまでお願いします。 

運営責任者 吉岡英晃   h.y.kuo.kyoto.u.orienteering＠gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

12.携帯電話番号提出用紙 

このページをプリントアウトして，緊急連絡用としてお持ちになる携帯電話の番号をお書

きください。受付にてこの用紙と引き換えに配布物をお渡しします。 

 

ナンバーカード番号 

 

 

チーム名 
 

代表者名 
 

携帯電話番号 
 

コンパス貸出   要   ・  不要 

 


