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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、第 21 回京大京女オリエ

ンテーリング大会にご参加いただき、誠にありがとうございます。 

今回は、過去には 1993 年度インカレロングや 2012 年度の第 17 回京大京女大会でも使用

した「あいの土山」での開催となります。第 17 回大会で使用した範囲に新たに東部エリア

を拡大しました。見通し良好、明快な地形でのオリエンテーリングを存分にご堪能くださ

い。 

参加者の皆様に楽しんでいただけるよう、運営者一同で準備して参りました。どうぞ怪我

や事故等に遭われぬよう、お気をつけて心地よい秋の土山をご満喫いただけたらと思いま

す。 

最後になりましたが、本大会の開催にご協力くださった各関係団体や土山町の地域の皆

様、ご協賛くださった企業の皆様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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会公式マスコット 

あいのツチノコ忍者 ばじりすく 
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２．タイムテーブル 

(1) 当日の流れ 

8:30 開場・受付開始 

10:00 / 10:20 初心者説明 

10:30 申込受付終了 

11:00 トップスタート 

12:00 スタート地区 2 スタート閉鎖 

13:00 スタート地区 1 スタート閉鎖 

14:00 表彰 

15:00 ゴール閉鎖 

17:00 会場閉鎖 

 

(2) フローチャート 
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３．アクセス 

(1) 大会専用バスでお越しの方 

 JR 貴生川駅（草津線）北口と大会会場（山内小学校）間で直行便を運行します。運賃

は大人片道 500 円、往復 900 円（小学生以下は半額）です。バスの時刻はこちらで指定

し、乗車券とともにメールで送付致します。乗車の際には、画面に表示された、もしくは

事前に印刷した乗車券を提示してください。バスは以下のダイヤに従って運行します。 

大会バス運行時刻 

行 

き 

貴生川駅 8:05 発 9:15 発 10:25 発 

会場 8:35 着 9:45 着 10:55 着 

帰 

り 

会場 13:30 発 14:40 発 15:50 発 

貴生川駅 14:00 着 15:10 着 16:20 着 

 

(2) 公共交通機関でお越しの方 

JR 貴生川駅北口から甲賀市コミュニティバスをご利用いただけます。運賃は乗り換え

の有無にかかわらず大人 250 円、小学生以下 130 円です。乗り換えをする際にはその旨を

運転手に伝え、乗り換え券を受け取ってください。 

黒川バス停から会場までは橙色テープ誘導で徒歩 3 分です。 

行き（土山本線上り） 

貴生川駅北口発 近江土山着 

（乗換） 

近江土山発 黒川着 

9:25 9:54 10:00 10:08 

11:00 11:27 11:50 12:04 

 

帰り（土山本線下り） 

黒川発 近江土山着 
（乗換） 

近江土山発 貴生川駅北口着 

13:22 13:31 13:48 14:16 

15:30 
→→→（直通）→→→ 

16:08 

17:02 17:43 

 

(3) 自家用車でお越しの方 

新名神高速道路 甲賀土山 IC から会場までは約 15 分です。カーナビを設定する際には

以下の情報をご利用ください。 

会場名：甲賀市立山内小学校 

会場住所：〒528-0208 

     滋賀県甲賀市土山町黒川 1536 
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また、駐車場は小学校内のグラウンドをご利用いただけます。一部こちらの判断で通行

禁止としている道路がありますので、下図を参考に現地の看板や係員の案内に従い駐車し

てください。なお、今大会では駐車券は発行致しません。 

 

会場周辺図 

 

 

 会場周辺詳細図 
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４．会場 

(1) 会場レイアウト 

会場は山内小学校の体育館です。校舎は進入禁止ですのでご注意ください。 

 

ご利用上の注意 

・小学校への出入り口は上図黄色矢印のみとなっております。駐車、出走、帰還の際に

はご注意ください。 

・体育館には速報所付近にも出入り口がありますが、大会当日は上図に緑色矢印で記載

した校庭側の出入り口のみをご利用ください。 

  ・トイレは体育館の外にあります。駐車場に面した通路から出入りしてください。 

・体育館に入る際は靴を靴袋に入れてください。また、競技後に体育館へ入る際は、靴

及び靴下を脱ぎ、足を拭いてから上がってください。 

  

(2) ウォーミングアップについて 

ウォーミングアップエリアとして、校庭の体育館側の一角を利用していただけます。 
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(3) 貴重品の管理 

貴重品の管理について運営者は一切の責任を負いかねますので、十分注意していただく

ようお願い致します。 

 

(4) 公式掲示板 

公式掲示板は受付に向かって左側、舞台の前に設置します。プログラムの修正や追加事

項、調査依頼に対する回答等を掲示します。当日スタート地区へ向かう前に必ず掲示内容

をご確認ください。 

 

(5) 炊き出し 

11:30 より駐車場北角にて、山内自治振興会の方々のご厚意で、参加者の皆様に鹿肉を

使用したカレーを振る舞っていただきます。ぜひ競技後にお召し上がりください。 

 

５．受付 

(1) 受付 

受付では、 

   ・E カードレンタル 

   ・当日申し込みの受付 

   ・コンパスの貸し出し 

   ・地図販売、欠席者地図配布 

   ・安全ピン、T シャツの販売 

   ・その他、参加費の過不足分の返金・徴収、成績表発送の受付等 

  を行います。なお、コントロール位置説明表はスタート 2 分前枠にてお渡しします。 

 

(2) 事前に申込された方 

配布物が受付付近にございます。E クラスに出走される方は出走時刻、クラス、名前の

書かれた封筒を、それ以外のクラスに出走される方はバックアップラベル、E カード（レ

ンタルする方のみ）をお取りください。 

参加費に過不足のある方の配布物は受付にございます。配布物をお渡しする際に返金・

徴収を行います。  

ご持参の E カードを忘れた場合には、受付にて一枚 300 円でレンタルできます。また

成績表の郵送を事前に希望していなかった方は、受付にて一部 200 円で申し込むことがで

きます。 
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(3) 当日申し込まれる方 

当日申し込み用紙を受付でお渡しするので、必要事項を記入後、当日申し込み受付に提

出し、参加費をお支払いください。その場で E カード、バックアップラベルをお渡しし

ます。 

当日申し込み者用の地図の枚数には限りがあります。地図が無くなった場合は、予定よ

り早く当日申し込みを締め切ることがあります。ご了承ください。 

 

当日申し込みクラスおよび参加費 

クラス 
優勝設定

(分) 

参加 

資格 
備考 

参加費(円) 
追加料金 割引 

社会人 学生[2] 高校生 

O21 35 

無制限 

上級者 

4800 4300 

300 
成績表輸送 

+200 円 

日本学連 

賛助会員 

-500円 

O20 30 

O35 30 

O50 35 

O65 35 

O18 30 
 

O15 30 

OB 35 中級者 

3800 ON 30 
初級者 

OG 30 2 人以上 

市民クラス 30 [1] 市民 500  

 

※当日参加の場合はご持参の E カードは使えません。 

E カードレンタル費用は参加費に含まれています。  

※OG クラスでは、1 グループの申し込みにつき 1 枚地図をご用意します。 

地図が複数枚必要な場合は 1 枚につき 300 円で追加可能です。 

※レンタルした E カードを紛失・破損させた場合、実費 5000 円を頂きます。 

[1] 市民クラスは、甲賀市にお住まいの方、または甲賀市に勤務されている方のみ

を対象としたクラスです。初めての方でもお気軽にご参加ください。 

[2] 学生とは大学等の高等教育を受けている者、専修学校あるいは各種学校の教育

を受けている者を指します。 

 

(4) コンパス貸し出し 

受付でコンパスの貸し出しを行います。その際、保証金として 3000 円をお預かりしま

す。競技終了後、コンパス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ことがあります。 
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(5) 初心者説明 

初心者の方はオリエンテーリングについての基本的な説明を受けることが出来ます。初

心者説明を受ける方は 10:00 もしくは 10:20 に受付前へお越しください。 

 

(6) 地図販売 

13:00 より以下の値段で地図販売を行います。なお、地図の枚数には限りがあります。 

   白図       400 円 

   各種コース図   500 円 

   全コントロール図 600 円 

 

(7) 欠席者地図配布 

13:00 より欠席者の地図をその代理人が受け取ることが出来ます。希望者は受付に申し

出てください。 

 

(8) 参加費の返金・徴収 

振り込まれた参加費に過不足があった方は、配布物を受付に用意しております。配布物

をお渡しする際に、差額分を返金またはお支払い致します。該当する方は公式掲示板でも

お知らせ致します。 

 

６．競技情報 

(1) 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 

 

(2) 計時方法 

全てのクラスで EMIT 社製電子パンチングシステム（E カード）を使用します。 
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(3) 地図情報 

地図名   「あいの土山 –夷討ちし将ぞ眠らむ-」 

    （2016 年 京大 OLC・京女 OLC・NishiPRO リメイク） 

縮尺    1:10000 

等高線間隔  5m 

走行可能度  4 段階表示 

地図表記   JSOM2007 準拠 

コントロール位置説明 JSCD2008 準拠（OB/ON/OG/市民クラスは日本語表記のみ） 

耐水性   透明ビニール袋封入済み 

地図サイズ  A4 横 

特殊記号   ✖（黒）廃車・檻・地蔵・農機具 〇（黒）炭焼き窯跡 

〇（緑）目立つ樹木 

旧図    「あいの土山」 

（1993 年日本学生オリエンテーリング連盟作成 

2012 年京大 OLC、京女 OLC リメイク） 

 

(4) テレインプロフィール 

当テレインは滋賀県甲賀市土山町の標高 300m～400m の山中に位置しています。 

1993 年開催の第 15 回インカレロングおよび 2012 年開催の第 17 回京大京女大会で使用

されており、今大会では第 17 回京大京女大会で使用した範囲に加え新たに東部にエリア

を拡大しました。 

テレインは全体的に藪が少ないため走りやすく、また見通しも良好です。斜面は関西の

テレインらしく急峻な傾向にありますが、ところにより平坦な地形が出現するのも特徴で

す。道は散見される程度のため不整地でのナヴィゲーション技術が求められるでしょう。 

 

(5) コースプロフィール 

細かい地形がテレイン全体に広がっているため、正確な読図と高いナヴィゲーション能

力が要求されるコースとなっています。また、どのコースも登高は小さく設定されており

爽快に走ることが可能ですが、上位クラスでは登坂力を求められる区間も存在するため、

レースを制する上では最後までハイスピードで走り切る体力も必要となるでしょう。 

 

(6) トレーニングコース 

 本大会ではトレーニングコースを設けません。 
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(7) 禁止事項 

以下の禁止事項に違反した場合は失格となります。 

・クローズされたテレインへの侵入 

E/A クラスに参加される方は、大会開催までに本大会テレイン「あいの土山」に立ち

入ることを禁止します。 

・競技者同士の情報共有 

競技後の参加者が出走前あるいは競技中の参加者に競技に関わる情報を伝えることを

禁止します。 発覚した場合は情報を共有した競技者双方とも失格となります。 

・立ち入り禁止区域への侵入 

競技中に地図に表記されている立ち入り禁止区域に侵入することを禁止します。 

 

(8) 各クラスの情報 

正規クラス 

クラス 
コース距離 

(km) 

登高 

(m) 

優勝設定時間 

(分) 

競技時間 

(分) 

M21E 3.6 220 35 

120 

M21A 3.1 165 35 

M20A 2.3 120 30 

M35A 2.4 140 30 

M50A 2.0 120 30 

M65A 1.8 70 30 

M18A 2.0 120 35 

M15A 1.8 60 25 

W21E 2.8 145 35 

W21A 2.4 125 35 

W20A 2.3 110 30 

W35A 2.2 110 35 

W50A 2.0 95 30 

W65A 1.7 65 30 

W15A 1.1 65 30 

 

※W18A クラスは申込者が 0 名だったため廃止しました。 
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オープンクラス 

クラス 
コース距離 

(km) 

登高 

(m) 

優勝設定時間 

(分) 

競技時間 

(分) 

O21 3.1 165 35 

120 

O20 2.3 120 30 

O35 2.4 140 30 

O50 2.0 120 35 

O65 1.8 70 35 

O18 2.3 110 30 

O15 1.8 60 30 

OB 1.5 110 35 

ON/OG/ 

市民クラス 
1.0 75 30 

 

(9) 救護所・給水所 

大会本部及びテレイン内に救護所を設けます。テレイン内救護所では、各自で手当てを

した場合は競技を続けることができますが、手当ての際に役員の手を借りた場合は失格と

なります。 

一部クラスでは救護所、給水所がコントロールを兼ねています。パンチし忘れにご注意

ください。 

 

(10) 服装 

競技のための服装には肌の露出しないものを推奨します。ただし、公序良俗に反した服

装での出走は認めません。また、金属ピン付きシューズの使用を妨げません。 

大会当日、天候によっては体温低下等の危険があります。各自の判断で防寒具等を着用

することを推奨します。また、危険に遭遇した時の為に笛を携行することを推奨します。 

なお、防寒具の輸送は行いませんのでご注意ください。 

 

(11) 代走 

本大会ではオープンクラスのみ代走を受け付けます。代走を希望する方は 10:30 までに

受付へ申し出てください。代走の場合は表彰対象外となり、成績は参考記録となります。 
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(12) コントロール位置説明表 

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をお渡しします。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。 

 

(13) ナンバーカード 

E クラスの選手にはナンバーカードを 1 枚、封筒に同封する形で配布します。選手はナ

ンバーカードを胸の見やすい位置に安全ピンで水平につけてください。安全ピンは各自で

ご用意ください。お忘れの方向けに若干数を受付にて 4 個 1 組 50 円で販売致します。 

 

(14) 使用テープ一覧 

バス停→会場  橙色 

会場→スタート地区 1 青色 

会場→スタート地区 2 緑色 

ゴール→会場  紫色 

 

(15) 競技規則からの逸脱 

本大会では、以下の点において日本オリエンテーリング競技規則から逸脱します。予め

ご了承ください。 

    16.6「すべてのコントロールには、識別のためのコントロール識別番号を、競技者

がパンチ器具を使用するときに明瞭に見えるようにつける。（中略） 数字は

白地に黒色で、高さ 50～100mm、太さ 5～10mm で記す。」 

     →コントロール識別番号はおおむね高さ 15mm、太さ 2mm 程度です。 

 

７．競技の流れ 

(1) 競技前 

会場付近のレイアウト、受付の手順などは 7 ページの「4.会場」、8 ページの「5.受

付」を参照してください。またスタート地区へ向かう前に、受付左側の公式掲示板を必ず

ご確認ください。 

 

(2) スタート 

スタート地区は 2 箇所設けており、クラスによって異なります。事前に正しい誘導を確

認し、時間に余裕を持ってスタート地区にお越しください。 
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  ・スタート地区 1（青色テープ誘導、2.3km（徒歩 40 分程度）） 

   M21E、M21A、M20A、M35A、M50A、M65A、M18A、M15A 

W21E、W21A、W20A、W35A、W50A、W65A 

O21、O20、O35、O50、O65、O18、O15 

 

  ・スタート地区 2（緑色テープ誘導、1.6km（徒歩 25 分程度）） 

   W15A、OB、ON、OG、市民クラス 

 

  スタート地区 1 へ向かう際、道幅の狭い箇所を通行します。該当する箇所には看板を設

置し、安全のため追越禁止とさせていただきます。 

スタート地区には、アクティベートユニット、現在の時刻を表示する時計、セルフサー

ビスの給水所があります。スタート枠に入る前にアクティベートを済ませておいてくださ

い。動作不良が確認された場合は係員に申し出てください。スタート地区でのトラブル等

により私物からレンタル E カードに変更する場合に発生する料金（300 円）は、競技終了

後に受付でお支払いください。 

 

スタート 3 分前 

所定のレーンの 3 分前枠にお入りください。1 分間隔のチャイマーが鳴り次第、次の枠

に進んでください。 

 

スタート 2 分前 

コントロール位置説明表が有りますので、ご自分のクラスのものをお間違えの無いよう

にお取りください。印刷された地図に記載されていない地図修正等がある場合は、この

枠にて確認することが出来ます。 

 

スタート 1 分前 

クラス名が書かれた箱の中に地図が入っています。その中からご自身のクラスの地図を

取り、表の面を見ないように裏を向けたまま足元に置いてください。この時、参加者が

地図を取り間違えても運営者は一切責任を負いませんのでご注意ください。 

係員がスタート方法の指示や、E カード番号等の各種確認を行います。スタートの合図

とともに足元の地図を取って出走してください。スタートからスタートコントロールま

では赤白ストリーマー誘導です。 

 

遅刻 

スタート時刻にスタート地区に間に合わず、遅刻した場合はその旨を係員にお伝えくだ

さい。遅刻専用レーンより出走できます。なお、遅刻者の記録は予め指定されたスター

ト時刻から算出することとします。ただし、定められたスタート閉鎖時刻以降は出走で

きません。また正規時刻でスタートする選手に影響を及ぼすタイミングでのスタートは

認められませんので、必ず係員の指示に従ってください。 
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スタート地区レイアウト 

 

スタート地区 1 レイアウト 

 

スタートユニット→  ○    ○     ○    ○    ○ 

 

    １分前枠 

   ２分前枠 

 (地図修正•デフ配布) 

   ３分前枠 

               

             遅刻枠  レーン１  レーン２  レーン 3  レーン 4 

M35A M50A  M20A   M21A          M21E 

M18A M15A  W21A    O21        W21E 

W20A W35A   O20     M65A 

W50A W65A               O65 

O35   O50 

O18   O15 

 

 

スタート地区 2 レイアウト 

 

スタートユニット→   ○    ○    ○  

    

１分前枠 

          

 ２分前枠 

       (地図修正•デフ配布) 

           3 分前枠 

               

                   レーン１ レーン２  遅刻枠 

       W15A    OB 

        ON 

        OG 

        市民クラス 

 

     

    

    

   

  

  



 

The 21st ku-kwu orienteering competition program 

- 17 - 

 

(3) 競技中 

競技中の注意 

・テレイン内にヒルの生息が確認されています。会場に塩などの対策用品を設置致しま

すが、数に限りがありますので気になる方は各自で対策をお願いします。万が一咬ま

れた場合は救護所あるいは会場にて応急処置を受けるようにしてください。 

・テレイン内に鹿などの野生動物の生息が確認されています。見かけても刺激しないよ

うお願い致します。 

・テレイン内にて、大会関係者が競技中の参加者の写真撮影をする場合があります。撮

影した写真の取り扱いについては 20 ページ「個人情報の扱いについての注意」をご

覧ください。 

・テレイン内に火気を持ち込まないでください。 

・地図に表記されている立ち入り禁止区域には決して侵入しないでください。 

・スタート誘導等で下図のような鹿対策の柵を通行しますが、競技当日は閉める必要は

ありません。 

 

 
 

E カードについて 

・レンタルした E カードを紛失・破損した場合、実費 5000 円を頂きます。 

・E カードの使用法説明の必要な方は初心者説明(10 ページ)で説明を受けてください。 

E カードの簡単な使用方法を以下に記します。 

*コントロールに着いたら、コントロール識別番号を確認し、ユニットに E カード

をセットしてください。 

*同じコントロールに続けて 2 回以上パンチした場合は、最初のパンチのみ記録さ

れます。 

*途中で誤ったコントロールのパンチが記録されても、正しい順番でコースの全コ

ントロールにパンチすれば問題ありません。 

 

【例 1】2→3→4 と行くべきところ、3 を飛ばして 4 をパンチした場合 

⇒3 に戻ってパンチし、再び 4 をパンチする。 
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【例 2】2→3 と行くべきところ、他のクラスのコントロール X をパンチした場合 

⇒3 に行ってパンチし、4 へ向かう。 

 

(4) フィニッシュ 

フィニッシュ全般について 

・競技時間内にフィニッシュを通過しなかった場合、失格となります。途中棄権する場

合も必ずフィニッシュを通過してください。 

・競技の途中であっても、フィニッシュ閉鎖時刻の 15:00 までには必ずフィニッシュを

通過してください。フィニッシュ閉鎖時刻経過後にフィニッシュの通過が確認されな

い場合、捜索の対象となります。 

 

ラストコントロール→フィニッシュ 

・ラストコントロールからフィニッシュまでは赤白テープ誘導です。ストリーマーでは

ありませんのでご注意ください。 

・フィニッシュ形式はパンチングフィニッシュです。 

・13:00 までにフィニッシュした方は地図を一旦回収します。回収した地図は 13:30 よ

り、会場の本部付近にて随時返却致します。 

 

フィニッシュ→会場 

・フィニッシュ後は会場まで紫色テープ誘導（1km、徒歩 15 分程度）を辿って帰還

し、速やかに計算センターで E カードの読み取りを行ってください。 

・レンタルした物について、E カードは計算センターにて、コンパスは受付にて忘れず

にご返却ください。 

 

８．調査依頼・提訴 

(1) 調査依頼 

調査依頼がある場合は，本部にて所定の用紙に記入の上、すみやかに競技責任者あてに

提出してください。調査依頼に対する競技責任者の回答は、依頼者に通知するとともに公

式掲示板に掲示します。 調査依頼は 15:00 を締め切りとします。 

 

(2) 提訴 

調査依頼に対する競技責任者の回答に納得できない場合、競技規則 24.4 に基づき提訴

することができます。提訴は調査依頼の回答通知後、15 分以内に本部にて所定の用紙に

記入の上、裁定委員会あてに本部へ提出してください。提訴に対する裁定委員会の判断は

最終的なものとなり、公式掲示板または大会 HP、大会報告書にて報告されます。 

 

(3) 裁定委員 

本大会の裁定委員は当日公表します。 
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９．速報・成績表 

  成績の速報を公式掲示板に随時掲示します。なお、速報は正式記録とは異なるのでご注

意ください。 

成績は成績確定後に LapCenter( http://mulka2.com/lapcenter/ )及び大会 web サイトに

掲載します。成績表郵送を希望される方は受付にてお申込みください。  

 

１０．表彰 

正規・OB・ON・OG・市民クラスは上位三名（ただしクラスの参加者が五人以下であれ

ば上位一名のみ）を、その他のオープンクラスは上位一名を対象として表彰を行います。 

表彰は 14:00 より舞台手前側にて行う予定です。 

競技の進行具合によっては時間が前後することがあります。 

 

１１．注意事項 

全般的な注意 

・参加者は自身の健康状態を十分に考え、自身の責任で参加してください。 

・ご自身で出したゴミは必ずお持ち帰りください。 

・会場内は禁煙です。火気は持ち込まないでください。 

・貴重品などの管理は各自でお願いします。盗難等について主催者は責任を負いません。 

・参加者が自分自身あるいは第三者に与えた損害に対し、主催者は責任を負いません。 

・地元の方の迷惑になるような行動は謹んでください。 

 

大会の中止 

・大会当日、降雨・降雪のある場合でもほとんどの場合で大会を決行します。 

・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した場合、大会を中止します。 

・大会を中止する場合は、大会当日朝 6 時に web サイト等にて通知します。 

 

参加費の返金 

・いかなる理由があっても参加費の返金は致しません。 

 

ドーピングについて 

・本大会ではドーピング検査を実施しませんが、参加選手は正しい知識を持ち、間違った

薬を服用しな いように注意してください。 ドーピング検査に関する詳細は、日本オリ

エンテーリング協会アンチドーピング委員会 web ページ 

( http://www.orienteering.or.jp/AD/ )をご覧ください。 

 

 

 

 

 

http://mulka2.com/lapcenter/
http://www.orienteering.or.jp/AD/
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傷害保険 

・本大会は東京海上日動火災保険株式会社の傷害保険に加入しています。万が一、怪我な

どをされた場合は傷害保険によって補償を受けることが出来ます。保険による補償が必

要となった場合、受付に申し出てください。 

・補償額には限りがあります。健康保険証の持参を推奨します。 

・怪我に対する責任は一切負いません。 

 

個人情報の扱い  

・本大会において申し込みの際に得た個人情報は、参加案内、結果発表、各種通知、大会

運営にのみ利用します。 

・名前や所属、記録は結果発表のために web 上に記載します。 

・大会中撮影した写真は web ページ｢上林の写真館｣ ( http://orienphoto.main.jp/ )または

報告書等に掲載させていただく場合があります。予めご了承ください。 

 

１２．大会スタッフ 

実行委員長  佐藤寛子（京都女子大学 2014 年度入学） 

運営責任者  福島太陽（京都大学 2014 年度入学） 

競技責任者  平原誉士（京都大学 2014 年度入学) 

コースプランナー  中村哲 （京都大学 2014 年度入学） 

大会コントローラ 平島俊次（滋賀県オリエンテーリング協会） 

 

渉外責任者  魚里文彦 

広報責任者  越智純毅 

会計責任者  山森聡 

申込責任者  竹川和佳子 

備品担当者  中西祐樹 

HP 担当者  鳥越祥吾 

マスコット担当 金山柚佳 

 

本部 

平島俊次、佐藤寛子、福島太陽、平原誉士 

 

スタート(1) 

 実藤俊太、大塚尊之、尾山理子、唐崎準也、筒井佑紀、東又みのり、松本萌希 

 

スタート(2) 

 鳥越祥吾、天野良樹、土江千穂、番匠遥、福岡憲彦 

 

ゴール 

青島千映里、石野陽子、石橋亮、大月南、竹内孝、山田将輝 

 

http://orienphoto.main.jp/


 

The 21st ku-kwu orienteering competition program 

- 21 - 

 

会場 

瀧澤明希、魚里文彦、内堀百里子、坂田真帆、二村真司、山森聡 

 

受付 

佐野萌子、金田満帆、近藤恭一郎、竹川和佳子、牧内佑介 

 

誘導 

森田椋也、稲垣智子、越智純毅、葛野力、田沼美来、永井孝太郎、橋本彩加、橋本修志、 

松永佳大、山本明史 

 

計セン 

加茂暢也、浅井迅馬、中村哲、吉岡英晃 

 

救護給水 

瀬尾峻汰、金山柚佳、中西祐樹、伴広輝 

 

写真撮影 ～special thanks～ 

上林弘敏 

 

１３．お問い合わせ 

大会公式メールアドレス    ： ku.kwu.comp21@gmail.com 

電話番号（運営責任者 福島太陽）： 080-3938-3558 

mailto:ku.kwu.comp21@gmail.com

