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1.実行委員長挨拶 

 

秋も深まり朝夕はめっきり冷え込む様になりました。皆様お変わりなくお過

ごしでしょうか。 

 この度は第 23 回京大京女オリエンテーリング大会前日大会にご参加いただ

き、誠にありがとうございます。 

 本大会は滋賀県蒲生郡竜王町にある「滋賀県希望が丘文化公園 文化ゾーン

（青年の城）」での開催となりました。青年の城は第 6 回全日本スプリントの

開催地であり、大会運営者である京大生・京女生にとっては昨年の第 2 回関西

学連定例戦でも使用した、親しみ深い場所での開催となりました。 

 大会は 2 部構成となっており、午前の部では個人スプリント、午後の部はリ

レー競技（2 人リレー）と中身の濃い内容となっております。翌日の大会に参

加される方も多いと思われますので、どうぞお怪我の無いようお楽しみ下さい

ませ。運営スタッフ一同お待ちしております。 

 最後になりましたが、本大会にご理解、ご協力を賜りました皆様に厚く御礼

申し上げ、挨拶に替えさせていただきます。 

 

                        実行委員長 黒瀬有紀子 
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2.タイムテーブル 

 

〇当日の流れ 

時間 スケジュール 

10:00 開場・受付開始 

11:00 トップスタート、当日申し込み終了 

12:00 午前の部スタート閉鎖 

13:00 午前の部ゴール閉鎖/リレーオーダー受付終了 

13:30 午後の部説明（リレーデモンストレーション） 

13:50 午後の部開始 

14:30 地図販売開始 

15:00 午後の部ゴール閉鎖/表彰開始 

16:00  会場閉鎖  
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3.アクセス 

 

本大会の会場である滋賀県希望が丘文化公園へは、自家用車で来ていただくこ

とを推奨します。 

道中の混雑も考えられますので、時間には余裕をもってお越しください。 

  

〇自家用車でお越しの方  

竜王ＩＣ口から国道 477 号線に乗って道なりに進み、竜王ＩＣ南の交差点を

直進してそのまま県道 22 号線へ進みます。所要時間は約 5 分です。 

 

【駐車場拡大図】 

 

 
 

青年の城のある文化ゾーンへは東ゲートから入るようにしてください。 

名神高速道路竜王 IC より約 4 分で到着します。 

8:30 から希望が丘東駐車場（344 台収容）をご利用いただけます。 

駐車場付近の誘導員の指示に従って駐車するようにしてください。 

※大会当日駐車いただけるのは東ゲートよりも南側（=図の赤丸部分）となりま

す。 

誘導員 
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 【駐車料金】（1 回/1 日） 

 普通車・軽自動車  500円 

 ※駐車料金を入り口でお支払いいただきます。 

あらかじめ現金のご準備をお願いいたします。 

 

〇公共交通機関でお越しの方 

・ＪＲ琵琶湖線野洲駅より近江鉄道バス野洲アウトレット線にご乗車いただき、

「三井アウトレットパーク竜王」の停留所から徒歩約 40 分（3.1km）。 

  

・ＪＲ琵琶湖線野洲駅より近江鉄道バス野洲アウトレット線にご乗車いただき、

「名神竜王 IC 口」の停留所から徒歩約 40 分（3.1km）。 

※アウトレット行きのバス乗り場は野洲駅南口の 2 番乗り場となっています。 

 

 【バス時刻表】片道 460 円 

  往路 

各停留所 ① ② 

野洲駅 7:30 8:05 

名神竜王 IC口 7:46 8:21 

三井アウトレット 

パーク 
7:52 8:40 

   

  復路 

各停留所 ① ② 

三井アウトレット 

パーク 
17:05 17:49 

名神竜王 IC口 17:07 17:51 

野洲駅 17:40 18:29 

   

特に帰りは辺りが暗くなってきますので、会場から各停留所まで歩かれる際

はくれぐれもお気をつけください。 
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4.会場  

 

〇青年の城施設図 

   

 
 

・本大会の会場は多目的ホール 3 です。会場に荷物は置かないようにしてくだ

さい。多目的ホール 1.2 を荷物置き場とします。また、一つ一つのホールはド

アで区切られており、多目的ホールの外はすぐ屋外となっています。 

 ・会場には女子更衣用テントを用意します。 

 

  

会場 

荷物置き場 



 

8 

 

〇ご利用上の注意 

 ・本会場はテレイン内に位置しています。競技エリアに入ってしまうことを 

避けるため、会場の外をあまり出歩かれないようにしてください。 

  

 ・公式掲示板では競技に関する情報を公開します。やむを得ず、競技情報を 

変更した場合も、公式掲示板で発表します。必ずご確認ください。 

 

 ・会場、およびテレイン内は火気厳禁です。 

 

5.受付 

 

受付では 

・E カードレンタル 

・リレーオーダー受付 

・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 

・その他、参加費の過不足分の返金・徴収等 

 

以上の対応を行います。 

 

〇事前に申し込みされた方 

 バックアップラベル、Ｅカード（レンタルする方のみ）、リレーオーダー用紙

（午後の部に参加される方のみ）を受付の近くにて配布しておりますので、

記入してください。 

  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。マイＥカードをお忘れになった場合、競技開始

前に受付にて 300円（1 枚）お支払いいただくとレンタルできます。 
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〇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。また、午後の部に参加される方は、参加費 300

円を受付にてお支払いください。当日申し込み者用の地図もご用意しており

ますが、数に限りがございます。したがって、お渡しできる地図がなくなっ

た場合、予定より早く当日申し込みを締め切らせていただきます。ご了承く

ださい。 

 

  【当日申し込みクラス及び参加費】 

クラス 

優勝 

設定 

時間 

参加費 

高校生 

以下 
学生 一般 

追加 

料金 

MA 13 分 

1000 円 1500 円 2000 円 
E カード

レンタル

+300 円 

WA 12分 

MAS 12 分 

N/B 12 分 

Relay 24 分 +300 円 

  ※WA クラスの優勝設定時間が変更となりました。 

 ※Relay は 2 人での優勝設定時間です。 

  

〇コンパス貸し出し 

  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、コンパスを返却していただいたときに保証金

をお返しします。 

  コンパスを紛失、破損させた場合、保証金をお返しできないことがあります。 

 

〇地図販売 

  14:30 より以下の値段で地図の販売を行います。 

  全コントロール図   500円 

  各種コース図     400円 
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〇欠席者地図配布 

 14:30 より欠席者の地図をその代理人が受け取ることができます。希望者は

受付に申し出てください。 

 

〇参加費の返金・徴収 

  振り込まれた参加費に過不足があった方は、受付にて差額分を返金または徴

収させていただきます。 

 

6.競技情報 

 

〇競技形式 

 午前の部：ポイントオリエンテーリングによるスプリント競技・個人競技 

 午後の部：ポイントオリエンテーリングによるリレー競技（2 人リレー） 

 

〇計時方法 
 EMIT 社製電子パンチングシステム(E-card)使用 

 

〇テレインプロフィール    

テレインは、希望が丘文化公園内文化ゾーンにあり、芝生広場・池を多くの

森が取り囲む森林公園である。公園内には道・小径が多数発達し、細やかな

読図が必要となるであろう。森林エリアに関しては、概して走行可能度は低

く、細かい尾根沢が発達した微地形地帯が存在する。 
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〇コースプロフィール 

 オープンが広がる公園エリアと、小径が発達した森林エリアの両方を走行す

るコースとなっている。概してスピードを出しやすいコースとなっている

が、複雑な小径を処理する読図力や、素早いルートチョイス、山がちなエリ

アを走り切る体力が必要となる。 

 

〇地図情報 

 使用地図         「青年の城 Sprint Ver.」 

(2013 年 NishiPRＯ作成、2018 年 11 月 京大 OLC 一部修正) 

 作成基準             JSSOM2007 に準拠 

縮尺               1:5000 

等高線間隔             2.5m 

走行可能度             4 段階表示 

コントロール位置説明  JSCD2008 に準拠 

耐水性              ポリエチレン袋に密封加工済み（午前） 

            ポリエチレン袋に封入済み（午後） 

地図サイズ            全クラス A4 判 

特殊記号は地図上に表記されています。また当日の公式掲示板にも掲載し 

ます。 

 

〇ウォーミングアップエリア 

   スタート地区にございます。競技の妨げにならないようにウォーミングア

ップを行ってください。 
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〇各クラスの情報 

クラス 距離 登高 優勝設定時間 競技時間 

MA 2.9km 70m 13 分 

60 分 

WA 2.2km 55m 12分 

MAS 1.9km 60m 12 分 

N/B 1.5km 30m 12 分 

Relay 2.4km 75m 24 分 70 分 

・WA クラスの優勝設定時間が変更となりました。 

・コース距離はスタートからゴールまでの実走距離です。 

・リレーはチームでの優勝設定時間です。 

 

〇注意・禁止事項 

 ・一般の利用者の方の迷惑となる行為 

（大会当日公園内には一般の利用者の方もおられます。） 

・競技地図に表記されている花壇等の立入禁止区域への立ち入り 

（立入禁止区域が分かりづらい所については一部青黄テープをつけます。） 

 ・開催地である青年の城は小径が発達しているため、競技中の交錯には十分お

気を付けください。 

・（午後の部）一部スタート誘導とゴール誘導が重なる箇所があるため、レーン

を設けさせていただきます。左側通行でお願いいたします。 

 

〇服装 

 競技のための服装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。またピン付きシューズの使用は禁止です。 
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〇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。 

コントール位置説明表のサイズは 6cm×11cm 以下です。（コントロール位置

説明表は地図にも印刷されています。） 

 

〇使用テープ一覧 

 駐車場→会場          緑色テープ 

 

 会場→スタート地区（午前）   オレンジ色テープ          

（約 100m、所要時間 3 分） 

 

競技中の誘導          赤白テープ 

  

立入禁止区域          青黄テープ 
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7.競技の流れ 

 

Ⅰ 午前の部 

〇競技前 

配布物が配布物置き場にありますので、間違いのないようにお取りくださ

い。当日に申し込みをされる方は、まず当日申し込み受付にお越しくださ

い。競技前には公式掲示板に必ず目を通すようにしてください。 

 

〇スタート 

 スタート地区まではオレンジ色テープ誘導で約 100m（3 分）です。 

 スタート地区直前に側溝がございますので注意してください。 

 スタート地区には、アクティベートユニット、時計があります。スタート枠

に入る前に、E カード番号の確認・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、大会スタッフに相談してください。 
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【スタートまでの流れ/遅刻の場合】 

・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。ゴール閉鎖時間と各クラスの 

競技時間、スタート方法等の説明を書いた紙を設置しますので各自で確認し

てください。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あるので、該当するクラスのものを間違いなくお

取りください。 

 

・スタート 1 分前 

大会スタッフが該当するクラスの地図を取り E カード番号の確認をします。 

 スタートの合図とともに出走してください。 

 

・遅刻 

 スタート地区に間に合わず、遅刻した場合でもスタート閉鎖時間前であれば 

 大会スタッフにその旨をお伝えください。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。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

トはできません。必ず大会スタッフの指示に従ってください。 

 
 

〇競技中 

 スタートからスタートコントロールまでは赤白テープ誘導です。 

 テレイン内は小径が発達しているため、競技中の交錯には十分お気を付けく

ださい。また地図に表記されている立入禁止区域は決して侵入しないでくだ

さい。特に注意を要する立入禁止区域には青黄テープが設置されています。 
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〇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カードの使用方法】 

  ・コントロールについたら、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。 

 

    

〇ゴール 

 ・ゴール全般について 

  競技の途中であっても、競技時間内に必ずゴールを通過してください。 

競技時間内にゴールの通過が確認されなかった場合、失格となるだけでは

なく、捜索の対象となります。 

 

 ・ラストコントロール→ゴール 

  ラストコントロールからゴールまでは赤白テープ誘導です。 

  ゴールはパンチングフィニッシュです。 

   

 ・ゴール→計算センター 

  誘導テープはありませんが看板がございますので、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。 

  レンタルしたものについて、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。   

  ※午後の部に参加される方はリレー競技終了後に返却するようにお願いい

たします。 
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Ⅱ 午後の部 

〇タイムスケジュール 

時間 スケジュール 

13:00 リレーオーダー受付終了 

13:30 デモンストレーション開始 

13:50 リレー（1 走）スタート 

14:30 繰り上げスタート 

15:00 ゴール閉鎖 

  

〇注意事項 

【午後の部の事前申し込みをされた方】 

リレーオーダー用紙は配布物置き場に設置します。各チーム２人のうちの

いずれかが配布物置き場に E カード(レンタルされる方のみ)、バックアッ

プラベルを取りに来られる際にリレーオーダー用紙を受け取り、記入が終

了次第、受付までご提出ください。 

 

【午後の部の事前申し込みをされなかった方】 

13:00 までに受付で午後の部参加費 300円をお支払いいただければ二人リ

レーにご参加いただけます。 

※希望する方は運営者とチームを組むことができます。 

    

【競技面での注意】 

  一部スタート誘導とゴール誘導が重なる箇所があるため、レーンを設けさ

せていただきます。左側通行でお願いいたします。 
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8.速報 

 

成績の速報を公式掲示板に随時掲載します。 

 

9.表彰 

   

MA・WA クラスは上位 3 名、その他のクラスは上位 1 名を表彰します。 

 リレーは全体で１位のチームと女子のみで構成された上位１チームの 

計２チームを表彰します。 

 

10.注意事項 

 

〇全般的な注意 

 ・ご自身で出したごみは必ずお持ち帰りください。 

 ・会場内は禁煙、火気厳禁です。 

・貴重品等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。 

 ・地元の方の迷惑になるような行動は慎んでください。 

 

〇大会の中止判断について 

   大会当日は降雨の場合でもほとんどの場合で大会を決行しますが、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。その場合、大会当日の 6:30 に大会 web サイト 

（http://kuolc.dip.jp/kucomp23/pre/）等でお知らせいたします。 

 

〇参加費の返金について 

 いかなる理由があっても、参加費の返金は致しません。 

 

http://kuolc.dip.jp/kucomp23/pre/
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11.大会スタッフ 

 

実行委員長     黒瀬有紀子  (京都女子大学 2016 年度入学) 

運営責任者         篠原 幹博  (京都大学 2017 年度入学) 

競技責任者     亀家 貴志  (京都大学 2017 年度入学) 

コースプランナー  衣笠 舜登  (京都大学 2017 年度入学) 

 

渉外責任者     古池 将樹 

広報・HP     山﨑 星雅 

申し込み      河合 郁弥 

会計        藤澤 はる那 

備品        丸山 ゆう 

要項・プログラム  藤岡 奈々 

 

スタート      佐々木駿輔  衣笠舜登  太田知也 丸山ゆう 

ゴール       藤澤はる那  中西未来  土屋祐太朗 

誘導        尾野準哉  増田雅子  湯山太智 

会場        古池将樹  豊永雄郎 鵜飼あや乃 

受付         向井爽人  山根萌加 藤岡奈々 小野澤千郁 

計セン       山﨑星雅  徳地研人 河合郁弥 

本部        黒瀬有紀子 篠原幹博 亀家貴志 

 

12.お問い合わせ 

 

大会公式メールアドレス  

ku.kwu.precomp23@gmail.com (担当:河合) 

mailto:ku.kwu.precomp23@gmail.com

