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朱雀ＯＫ・将軍塚オリエンテーリング大会 

兼 京都府民オリエンテーリング大会 

大会プログラム 

 

 

  

 

【開催日】  2013年 9月 29日(日) （雨天決行、荒天中止） 

【受付時刻】  10:00～11:30 

【スタート開始】  11:00 

【会場】   東山山頂公園(京都府京都市東山区粟田口高台寺山町) 

【主催】   京都府オリエンテーリング協会 

【主管】   朱雀オリエンテーリングクラブ 

【実行委員長】  入谷健元 

【運営責任者】  関谷麻里絵 

【競技責任者】  後藤陽一 

【コースプランナー】 深川陽平 

京都オリエンテーリングツアー2013 2日目 
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１． ごあいさつ 

この度は、朱雀 OK 将軍塚大会 兼 京都府民オリエンテーリング大会へご参加いただき、誠にありが

とうございます。 

本大会は、前日 28 日に開催されます京都 OLC40 周年記念大会とコラボし、京都オリエンテーリング

ツアー2013 二日間大会として開催させていただくことになりました。2 日間で、フット O（スプリント）、

TempO、ナイト O、フット O（フォレスト）と 4 種目のオリエンテーリングを満喫できます。是非、2

日間のご参加で様々なオリエンテーリングをご堪能ください。夏の暑さも和らいだ初秋の京都で、爽や

かな風と藪を感じていただければと思います。 

それでは当日、東山山頂公園にて皆様のご来場をお待ちしております。 

大会実行委員長  入谷 健元 

 

２． アクセス 

大会会場は、東山山頂公園(京都府京都市東山区粟田口高台寺山町)です。 

 

 

・車でのお越しの場合（推奨） 

府道 143 号線か国道 1 号線から東山ドライブウェイをご利用ください。通行ルートに制限はございませ

ん。駐車スペースは十分な数（50 台程）がございます。（無料） 

 

地図データ©2013 Google, ZENRIN  

 

※会場周辺地図の詳細は以下の URL(Google map)をご参照ください。 

http://p.tl/9GRR 

 

http://p.tl/9GRR
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・公共交通機関でお越しの場合 

 

・JR 京都駅から祇園交差点まで 

 京都市営バス「祇園」まで、206 系統または 100 系統で約 30 分です。 

(道路事情によっては大幅に遅れることもあります) 

・京阪祇園四条駅から祇園交差点まで 

 東に徒歩約 10 分です。（下記地図参照） 

・阪急河原町駅から祇園交差点まで 

 東に徒歩約 15 分です。（下記地図参照） 

・祇園交差点から会場まで 

祇園交差点南東（下記地図△マーク）から青テープ誘導にて徒歩約 35 分です。 

 

地図データ©2013 Google, ZENRIN 

※会場までの移動に不安のある方は、9:30 祇園交差点南東集合で、運営者による会場までの誘導を行い

ますのでご利用ください。 

 

※競技エリアを通過するため、必ず 10:30 までに会場に着くようにしてください。 
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３． 競技情報 

【地図】 

「華頂山将軍塚」（2013 年朱雀オリエンテーリングクラブ修正） 

縮尺 1：10,000 等高線間隔 5m 、A4、走行可能度 4 段階表示、ビニール封入済み 

 

※以下の特殊記号を使用します。 

 せき 

× 人工特徴物（石碑など） 

 

【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】 

全クラス SPORTident 社製の SPORTident-System (SI) による通過証明方式 

 

【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伸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

の長い主尾根から支尾根が東西に伸びており、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、植生は見通しが良く走行可能度が良い部分と悪い部分が混在して

いる。体力的な要求と技術的なラフアンドファインの切り替えが要求される。 

 

【コースプロフィール】 

初級コースはほとんどが小径、上級コースも比較的植生の良いエリアや小径を通るルートが中心となる。

しかしコース上は概して急峻な斜面が多く、特に上級コースではきつい斜面のコンタリングや尾根沢切

りが要求されるレッグもあり、登距離の割にはキロ当たりタイムはなかなか上がらないであろう。ミド

ルのレースとしては低速な我慢比べのレースとなることが予想される。 

 

【コース】 

クラス 距離 

[km] 

登距離 

[m] 

優勝設定時間 

[分] 

MA 3.0 170 35 

WA 2.7 160 40 

MAS 2.7 160 35 

WAS 2.2 100 40 

MB 1.8 95 30 

WB 1.8 95 35 

N/G 2.0 95 30 

 

 



5 

 

【コントロール位置説明】 

IOF 記号を使用しています。会場内で配布の上、地図上に印刷済みです。 

N/G クラスは日本語表記します。 

 

【SI について】 

・SI をきちんとステーションの穴に差し込んでください。これによってコントロールを通過したことが

SI に記録されます。正常に作動したかどうかは、赤色の発光と「ピッ」という発信音によって確認で

きます。 

・コントロールで SI の動作が確認できないときは、地図のリザーブ欄に針式パンチを押してゴールの際

に申し出てください。この際には地図を預かります。 

・SI を紛失・破損された場合には実費（3,000 円）をいただきます。ご注意下さい。  

・SI を紛失した場合には失格となります。ゴムバンドを折り返すなどして、しっかりと指に装着して下

さい。  
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４． 当日の流れ 

１０：００ 開場・受付開始 

１１：００ スタート開始（競技時間 2時間） 

１１：３０ 受付終了 

１２：００ スタート閉鎖 

※入賞者が確定したクラスから表彰を行います。（１３：００頃を予定） 

 ※表彰終了後より松塾を開催、復習メニュースタート 

１４：００ ゴール閉鎖 

１５：３０ 復習メニュー終了 

 

 

＜受付＞ 10：00～11：30 

○事前申し込みの方 

受付付近にレンタル SI を置いていますので、ご自分のスタート時刻が書かれた SI を受け取ってくださ

い。マイ SI 使用の方は特に受付の必要はありません。 

※参加費の過不足や未払いがあった方は、公式掲示板に名前を掲示しますので、受付にて精算をお願い

します。レンタル SI 使用の場合は精算後に SI をお渡しします。 

 

○当日申し込みの方 

受付で申込用紙に必要事項を記載の上、参加費の支払い及びスタート時間の指定を受けてください。 

※各クラス地図の枚数に限りがありますので、希望のクラスにエントリーできない場合がございます。

ご了承下さい。 

 

当日申込者の参加費 

クラス 対象 参加費 

ＭＡ 上級者・男性 

2,500円 
ＷＡ 上級者・女性 

ＭＡＳ 上級者・距離短め・男性 

ＷＡＳ 上級者・距離短め・女性 

ＭＢ 中級者・男性 
2,000円 

ＷＢ 中級者・女性 

Ｇ 初級者・グループ 
1,000円 

Ｎ 初級者・個人 

 

・会場にてディスクリプション（コントロール位置説明）を配布いたします。 

・SI は必ずスタート前にクリアステーション、チェックステーションの順にパンチして音が鳴ることを

ご確認ください。 
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＜スタート＞ 11：00～12：00 

・スタート地区は会場付近です。テープ誘導はありません。3 分前までにスタート地区へお越しください。 

・SI のない方は出走できません。忘れずにお持ち下さい。 

・スタ－ト枠に入る前に、チェックステーションで SI の動作確認を行って下さい。動作不良のときは、

運営者または本部に申し出てください。 

・スタート 3 分前： 運営者から SI のチェックを受け、所定のレーンに入って下さい。1 分ごとにレーン

を一つずつ進んで下さい。 

・運営者の指示に従って自分のクラスの地図を取り、チャイムと同時にスタートしてください。 

・スタートからスタートフラッグまでは赤白テープ誘導です。 

・スタートフラッグが地図上の△地点となっています。  

・スタート時刻に遅れてスタート地区に到着された方は、運営者に申し出て下さい。正規にスタートす

る方に影響を与えない時刻にスタートして頂きますので、必ず運営者の指示に従って下さい。 

・スタート閉鎖時刻は 12：00 です。それ以降のスタートはできませんので、ご注意下さい。  

・遅刻した場合、タイムは正規のスタート時刻から遅刻分加算されての計時となります。 

 

【スタートレーン】 

 
   スタートフラッグへ 

（赤白テープ誘導） 

1 分前 

 

レーン 1 

MA 

 

 

レーン2 

WA 

WAS 

MAS 

 

レーン3 

MB 

WB 

N, G 

 

遅刻枠 

2 分前    

3 分前    

 

      ◎     

     ○    

※SI ステーション：○（クリアステーション） 

          ◎（チェックステーション） 

  

 

＜救護所と給水＞ 

救護所は会場に設置いたします。給水については、すべてのクラスでレース中に会場付近を通過可能で

すので、必要な方はご自分で用意してその際に給水を行ってください。 

 

＜競技中の注意＞ 

・競技中は民家の敷地・耕作地・その他指定された立ち入り禁止区域には絶対に立ち入らないでくださ

い。立ち入りが判明した場合、その方を失格とする場合があります。 

・怪我などで動けない人を発見されましたら、救護を優先しゴールまたは本部に連絡して下さい。 
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＜ゴール＞  

・全クラスともラストコントロールからゴールまでは赤白テープ誘導となります。 

・ゴールはパンチングフィニッシュとなっております。パンチした時点で競技終了です。  

・ゴールでは SI を回収しません。本部までお持ちください。 

・ゴールでは苦情、問い合わせ等は一切受け付けません。苦情、問い合わせ等がございましたら本部に

お越し下さい。 

・ゴールは会場付近です。ゴールから運営者の指示に従って会場までお戻りください。会場に戻ったら

速やかに計算センターに SI を提出してください。 

・14：00 にゴールを閉鎖します。閉鎖後の計示読み取りがない場合、未帰還とみなし捜索されますので、

必ず計算センターを通過して下さい。 

 

＜マイ SI 返却＞ 

マイ SI は、計算センターでの処理が済み次第、即返却いたします。 

失格の疑いがある場合のみ、若干返却に時間がかかる場合があります。 

 

＜競技後＞  

・地図回収 

本大会では地図回収を行いません。出走前の参加者に地図を見せる行為を禁止します。 

・速報  

速報は随時会場に掲示します。 

・成績表 

公式の成績表は大会後に大会 HP（http://shougunzuka.okoshi-yasu.net/）上に掲載いたします。 

・地図販売 

 スタート閉鎖後受付にて地図販売を行います。（全コントロール図・各コース図販売予定） 

・欠席者地図について  

欠席者の地図は当日のみお渡しいたします。本部までお問い合わせ下さい。 

後日郵送等はいたしません。あらかじめご了承下さい。  

 

＜松塾＞ 

表彰式終了後（13:00 頃）、会場にて元オリエンテーリング日本代表の松澤俊行選手による松塾を開催い

ただけることになりました。 

内容は、本日のウィニングルート解説 or 重要レース前のコンディションの整え方、心構え等の講義を予

定しております。トップアスリートの講義が無料で聞くことのできる貴重な機会ですので、奮ってご参

加ください。 

 

＜復習メニュー＞ 

表彰式終了後（13:00 頃）、希望される方は練習の為再度入山することができます。 

別途参加費の支払いは必要ありませんが、新規に地図を必要とされる場合は、受付にて購入して下さい。 

再入山の前には必ず受付にて入山チェックを受けてください。また、15：30 までに必ず会場までお戻り

になり、帰還確認を行なってください。ゴール地区は 14:00 で撤収しています。 
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５． 注意事項 

・参加者は自分の健康状態を十分考えて、決して無理をしないで下さい。 

・荒天等により大会を中止する場合は、当日午前 6:00 までに大会 HP 上にてご連絡いたします。 

・参加者が自分自身あるいは第三者に与えた傷害・損害・損失について、主催者は責任を負いかねます。 

・傷害保険には加入致しますが、保障には限度があります。参加者の皆様におかれましては当日の体調

を十分に加味の上、各自怪我にはご注意下さい。 

・会場には荷物置きスペース程度しか屋根のある場所はありません。雨の場合は各自防雨対策をお願い

いたします。 

・会場内及びテレイン内は火気厳禁です。 

・女性用更衣室として、テントを設けます。 

・貴重品等は各自で保管して下さい。紛失・盗難等について、主催者は責任を負いかねます。 

・ゴミは各自お持ち帰り下さい。 

・会場付近に公衆トイレがありますが、非常に汚いです。なるべく事前に済ませてからお越し下さい。 

 

【お問い合わせ先】 

入谷健元(実行委員長)  

    【Tel】090-3920-1712（当日のお問い合わせはこちらまでお願いします） 

    【E-mail】tak3iri朱 gmail.com（朱を半角の@に直して下さい） 

後藤陽一(競技責任者) 

    【Tel】080-5577-8151 

    【E-mail】yggr.dra.sil.leim雀 gmail.com（雀を半角の@に直して下さい） 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

～京都オリエンテーリングツアー2013～ 

フルエントリーされた皆さんへ 

 

前日 9/28(土)に開催される「京都OLC40周年記念大会」のスプリント、TempＯ、ナイトの３種目、

および本大会の全てに事前申込され（該当者 25名）、かつ 全てに出走された方には、要項にて予告い

たしましたように、ささやかながら特典を進呈させていただきます。特典の進呈は、本大会の会場にて

行います。詳細は、会場にてご案内いたしますので、ご確認ください。  


