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JOA 公認大会（カテゴリ S）

2008 年度パークＯ・ツアーin 関西第 1 戦

＜和歌山県大会＞

和歌山市四季の郷公園

パークオリエンテーリング大会

四季の郷公園 フルーツパラダイス

主 催 和歌山県オリエンテーリング協会
後 援 和歌山県教育委員会、和歌山市 和歌山市教育委員会

和歌山県体育協会 日本オリエンテーリング協会
大会コントローラ 野澤 建央（大阪府オリエンテーリング協会）
期 日 平成２０年６月８日（日）雨天決行 荒天中止
集合場所 和歌山市四季の郷公園 和歌山市明王寺 85 
 
問合せ先 和歌山県オリエンテーリング協会事務局

kusumi★orienteering.com （推奨） ★＝＠です
TEL:FAX 073-454-1592 
携帯 090-3996-3689 （当日のみ）

mailto:kusumi@orienteering.com
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【交通案内】
●電車

わかやま電鉄伊太祁曽駅より徒歩 25 分

駅からは、駅からの案内図・会場付近レイアウト図を参考にお越しください。テープ誘導は

ありません。

【大阪方面から】＃JR 大阪駅より運賃 1,210 円 料金 1,450 円（指定席）

【発】大阪 【発】大阪 【発】大阪 【発】大阪

07:33 発 07:55 発 08:07 発 08:34 発

↓ ↓ ↓ ↓

↓50 分 関空快速 ↓55 分 関空快速 ↓61 分 関空快速 ↓55 分 関空快速

↓ ↓ ↓ ↓

↓直通 日根野 ↓直通 日根野 ↓直通 日根野 ↓直通 日根野

↓ ↓ ↓ ↓

↓24 分 紀州路快速 ↓24 分 紀州路快速 ↓25 分 紀州路快速 ↓26 分 紀州路快速

↓ ↓ ↓ ↓

08:51 着 09:17 着 09:36 着 09:58 着

【着】和歌山 【着】和歌山 【着】和歌山 【着】和歌山

【発】大阪 【発】大阪 【発】大阪

08:53 発 09:03 発 大和路快速 09:14 発
↓ ↓ ↓

↓57 分 関空快速 09:16 着 ↓50 分 関空快速

↓ 【換】天王寺 ↓

↓直通 日根野 09:22 発 ↓直通 日根野

↓ 特オーシャンアロー5号（普） ↓

↓24 分 紀州路快速 ↓ ↓24 分 紀州路快速

↓ ↓ ↓

10:17 着 10:04 着 10:31 着

【着】和歌山 【着】和歌山 【着】和歌山

【発】大阪

09:24 発 ＪＲ大阪環状線

↓ （外回り）

09:45 着

【換】天王寺

09:49 発 特くろしお 7号（普）

↓

10:33 着

【着】和歌山
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【紀伊田辺方面より】

【発】紀伊田辺 【発】紀伊田辺

  08:37 発 特オーシャンアロー8号（普）  08:11 発 ＪＲきのくに線

↓ ↓

  09:46 着  10:04 着

【着】和歌山 【着】和歌山

和歌山電鐵(土・日・祝日)

和歌山 8:36   8:53   9:09   9:26   9:45  10:20  10:50
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

伊太祁曽 8:58   9:10   9:32   9:43  10:08  10:38  11:08 
＃11:08 伊太祁曽着は、事前申し込み、配布物のピックアップのみの場合のご利用でお願いしま

す。 

●自動車

公園入り口付近の駐車場が利用できます。次の周辺図を参考にお越しください。和歌山 IC 南

口より、矢田峠経由のルートがお勧めです。

和歌山ＩＣ～四季の郷公園周辺図

参考 its-mo ガイド

http://www.its-mo.com/z-123160941-486938126-14.htm

http://www.its-mo.com/z-123160941-486938126-14.htm
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【全般に関する注意】

・年間一括申込みで E カードレンタルのかたは、レンタル料 300 円を受付でお支払いください。

・当日は一般の方の公園利用が予想されます。他団体や、一般の方の迷惑にならないように十

分ご注意をお願いします。

・男子更衣室はありません。女子はネイチャーセンター内講義室の舞台をご利用ください。ト

イレは、ネイチャーセンター内のものが利用できます。

・ネイチャーセンター付近には、自動販売機と売店、公園内の四季さい館には自動販売機やレ

ストランがあります。なお、競技の公平のため、四季さい館のレストラン・トイレなどの利

用はレース終了（MA・WA は予選終了）後可能とします。

・会場付近にコンビニエンスストアはありません。最寄のものは、伊太祁曽駅北側の県道沿い

にあります。

・参加者側が自分自身または他人などに与えた損害・損傷については、主催者側は一切責任を

負いません。

・貴重品等は各自で保管してください｡紛失・盗難等につきましては、主催者側は一切責任を負

いません｡

・健康状態を考え、決して無理をしないでください。水分の補給には注意して、十分行ってく

ださい。万一のため健康保険証を持ってくることをお勧めします。事前申込者については傷

害保険に主催者側で加入しますが、補償額には限度があります。

・ごみは各自でお持ち帰りください。また、火気厳禁です｡

【競技に関する注意】

○林の中にはいることがありますので、短パンは避けて下さい。

○ナンバーカード用安全ピンは、各自ご用意ください。ナンバーカードは前のみ、ピンは 4 本

です。若干貸し出し用も用意します。

○ウォーミングアップは、レイアウト図参照して、立ち入り禁止地域に入らないようにして行

ってください。

○「公園部分」には、表示しきれない小さい花壇･植え込みが多数あります。通行の際は、いた

めることのないよう十分注意してください。

○コントロール位置説明は、スタート 1 分前に配布します。（サイズ最大 50*90mm）

○地図は回収しません。出走前の参加者および決勝前の MA･WA 参加者に地図を見せることを

禁止します。MA･WA 参加者が自分の予選の地図を見るのはかまいません。
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【MA･WA クラス決勝について】

・決勝のスタートリストを 13:00 頃、発表します。スタート順は予選順位の逆順とします。MA15
位まで、WA10 位までが A 決勝、それ以降は（失格者ふくむ）B 決勝となります。A・B 決勝

とも 14:00 より 1 分間隔タイムスタートでおこないます。競技時間は 45 分です。

・スタート場所は会場付近です。

・MA・WA クラス以外の方の B 決勝オープン参加を無料で受け付けます。14:20～14:30 のスタ

ートを予定しています。地図の準備の都合がありますので、問合せ先へ 6/6(金)までに、希望

クラス（MAF か WAF）をあわせてご連絡ください。

【パークＯツアーin 関西年間ポイント】

ＭＡ、ＷＡの順位点は、決勝の順位を用いるものとします。予選失格者は B 決勝に出場でき

ますが、順位・ポイントはつきません。決勝での失格者は、決勝最下位の順位相当のポイント

となります。他のクラスも含めて、当日参加者もポイントの対象となります。

＜パークＯツアーin 関西要項より＞

対象クラスは、MA（無制限）、WA（女子、年齢無制限）、MS（男子、35 歳以上）、W40
（女子、40 歳以上）および MV（男子 50 歳以上)、とする。・ポイントは、MA：1 位 15pt、2
位 14pt、・・・・・・15 位 1pt。WA、MS、W40、MV：1 位 10pt、2 位 9pt、・・・・・・10
位 1pt とし、3 レース（2 レース以下でも可）のポイントの合計で順位を決める。ただし、クラ

スは同一クラスのポイントのみを対象とする。

【地図】

「四季の郷」A4 判横縮尺 1:5000 等高線間隔 2.5m 走行可能度 4 段階表示 JSSOM 準拠 2008
年リメイク和歌山県協会 プリンタ出力 ポリ袋入り

◆耕作地、果樹園はすべて立ち入り禁止です。地図上のパープルのハッチ、現地の表示はあり

ません。

◆以下の特殊記号を使用しています。

藤棚・線状の遊具（大型すべり台など）→「通り抜け可能な建物」

小さな祠、目立つ遊具→ ×（人工特徴物）

◆JSSOM について

日本スプリントオリエンテーリング地図基準で表記しています。従来の地図基準と異なり、

ガケ・柵・壁など太い黒線で表されている特徴物、黒い実線でかこまれた水域（池、川、湿

地など）、濃い緑で表されている植え込みは、通行・横断禁止です。通行・横断した場合は

失格となります。

#ISSOM2005 とは基本的には変わりません。

【テレイン】

北東から南西方向に伸びる大きな尾根とため池が目立つテレインです。尾根の北側に整備さ

れた公園部分が広がっています。大きな尾根にそって遊歩道・小径が延びています。細かい地

形はほとんど見られません。植生は、広葉樹林、竹林に大別され、一部に針葉樹の植林地もあ

ります。テレイン全体の走行可能度の割合は、A:B:C:D＝2:1:1:1 程度です。
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【コース距離】やむを得ず変更する場合があります。

WA 予選 1.1km 登高 30m 予想優勝タイム 15 分 WA 決勝 1.6km 登高 80m 予想優勝タイム 17 分

MA 予選 1.4km 登高 40m 予想優勝タイム 8 分

MA 決勝 A 2.1km 登高 110m 予想優勝タイム 13 分 MA 決勝 B 2.1km 登高 120m  
MS/MV 1.7km 登高 90m  予想優勝タイム 15 分/17 分

W40 1.3km 登高 70m 予想優勝タイム 20 分

B 1.3km N・グループ 1.3m

【競技のながれ】 よく読んでから競技に参加してください！！

［受付］9:30～11:30（グループクラスは 10:00 受付終了）

・参加のチェックを受け、E カード・バックアップラベル・ナンバーカードなどお受け取りく

ださい。当日申し込みの方は参加費を納めて下さい。

（当日申込グループ：小学生以上一人 600 円、未就学児無料）

（当日申込個人：1800 円、高校生以下 900 円、N クラス 600 円 レンタル料込み） 
［コンパス貸出］

・コンパスの貸出しを希望される方は申し出て下さい。

（破損．紛失の場合は弁償金として 2,000 円いただきます）

［公式掲示板］

・競技に関する変更事項、重要事項を掲示します。参加者は必ず確認して競技に参加して下さ

い。

［初心者説明］9:40 より 随時

・初めての方や競技の説明を希望される方は、ここで説明を聞いて下さい

［開会式］10:10～10:20
・10:05 に受付まえにご集合ください。主催者よりのご挨拶と諸注意を行います。

［スタート］グループ 10:31～ 個人 11:31～ MA･WA 決勝 14:00～
・指定されたスタート時刻の 3 分前にはスタート地点にお越しください。

・MA･WA クラスの決勝については、くわしくは別記を参照してください。

（13:00～ 決勝のスタートリスト発表）

・スタート地点は、個人（N のぞく、MAWA は予選）は、赤白テープ誘導 5 分です。グループ

および個人 N は会場付近です。

・E カ－ド、ナンバーカードの無い人はスタ－ト出来ません。スタ－トでの再発行はしません。

・スタ－トした人は必ずフィニッシュを通過するか、何らかの方法で E カ－ドをフィニッシュ

係に提出して下さい。提出がない場合は関係機関に届け出することになります。

・スタ－ト地区の時計を見て、

３分前：自分のクラスのスタ－ト枠に入って下さい。

２分前：枠を一つ前に進んで下さい。

１分前：枠を一つ前に進んで、係員による E カ－ドの確認を受けてください。

10 秒前：スタートユニットに E カードをはめ込んでください。

・スタ－ト合図とともに E カードをユニットからはずし、地図を取りスタ－トして下さい。

・スタート枠から地図上のスタート地点までは、赤白テープ誘導 50m です。（決勝は誘導なし）
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〈遅刻者〉

・指定された時刻に遅れた場合は、遅刻者枠へ行き、係員の指示に従ってスタ－トして下さい。

・遅刻の原因が主催者の責任による場合を除き、決められたスタ－ト時刻の修正は行いません。

［競技］

・コントロ－ルは指定された順番に回って下さい。

・指定のコントロ－ルについたらコントロ－ル記号を確認し、E カードをパンチ台に取り付け

られたユニットにはめ込みます。コントロール識別記号の文字の大きさは、規則より小さく

なっていますが、明瞭に読み取れるので問題ありません。

・コントロールでは番号を良く確認し、カードをユニットにはめ込んでください。その際、バ

ックアップラベルに跡が付くよう確実にはめ込んでください。

・E カードは高価なものです。紛失されたり、故意に破損された場合は実費（3000 円）をいた

だきます。ご注意ください。

・E カードを紛失した場合は失格となります。

・競技時間は１時間です。これを超えた場合は失格となり、所要時間は参考記録となります。

時間内にフィニッシュできなくなった場合は、フィニッシュへ直行して下さい。

・競技終了時刻 １３：００、MAWA 決勝は１５：００

・コースは、山道を通ります。滑りやすいので、足元には十分注意してください。

・ショートパンツでの出走はお勧めできません。

［フィニッシュ］

・最終コントロールからフィニッシュまではテープ誘導はありません。

・フィニッシュでは「フィニッシュユニット」でパンチしてください。その時点で計時が完了

します。グループクラスは全員まとまったところで、パンチしてください。

◎ フィニッシュ後はＥカード読み取り場所まで移動し、Ｅカードをユニットにはめ込んでくだ

さい。Ｅカードのデータをパソコンに転送します。Ｅカード読み取り場所ではコントロール

不通過・間違いに関するクレームのみ受け付けます。

◎ レンタルのＥカードは、Ｅカード読み取り場所で回収します（予選では回収しません）

・コンパス借用の方は受付本部で返却して下さい。個人クラスでナンバーカード用安全ピンを

借用されたかたもお返しください。

［成績速報］

・成績の速報は所定の場所で行います。

・競技と成績に関する調査依頼はフィニッシュ後、本部で受付ます。

・正式結果は大会 web ページに掲載します。郵送希望のかたは本部に申し出てください。（200
円）

［表彰式・閉会式］ 13:00 ごろ～（MAWA は 14:45 ごろ）

・開会式の場所で行います。

・表彰は各クラス共に１位～３位まで表彰します。

【その他】 
2007 パーク O ツアーin 関西の MA 年間優勝者、そして７月に開催される世界選手権日本代表

選手でもある松澤選手がこの大会で、出張「松塾」を開講します。大会参加と並行して受講でき

ますので、奮ってご参加ください。詳しくは以下の web ページをご覧下さい。

http://members.aol.com/mazzawa/matsujukuopen03.txt

http://members.aol.com/mazzawa/matsujukuopen03.txt
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2008 パーク O ツアーin 関西和歌山県大会 2008/6/8 スタートリスト

W40     
岩水加代子 45 大阪 OLC 11:41 
山本 陽子 57 江東区 11:43 
 
WA     
松本知佐子 37 朱雀ＯＫ 11:31 
 
MV     
伊藤 哲夫 54 松阪ＯＬＣ 11:45 
小八重善裕 57 鈴亀ＯＬＣ 11:46 
平島 俊次 56 京都 OLC 11:47 
藤田 寛 73 大阪 OLC 11:48 
前田 春正 62 KOLA 11:49 
笠井 泰自 73 大阪 OLC 11:50 
寺田 保 62 KOLA 11:51 
森 三郎 62 大阪 OLC 11:52 
柴田 喜一 74 つるまい OLC 11:53 
杉山 一男 51 松塾&豊中グリーンクラブ

11:54 
山本 博司 60 江東区 11:55 
 
MS    
砂田 達之 46 OLP 兵庫 11:31 
岩水 義治 38 大阪 OLC 11:32 
城森 博幸 49 OLP 兵庫 11:33 
松橋 徳敏 49 つるまい OLC 11:34 
谷垣 宣孝 46 OLP 兵庫 11:35 

河合 利幸 49 OLC レオ 11:36 
阪本 博 43 大阪ＯＬＣ 11:37 
 
MA    
小城 昌弘 34 大阪 OLC 11:31 
池 陽平 25 ＯＬＣルーパー11:32 
松澤 俊行 36 三河 OLC 11:33 
松本 康浩 40 大阪 OLC 11:34 
小西 宏 26 大阪 OLC 11:35 
角岡 明 49 つるまい OLC 11:36 
土屋 俊平 40 OLC ふるはうす

11:37 
鈴木 陽介 29 三河 OLC 11:38 
山田 知度 35 大阪 OLC 11:39 
瀬口 洋治 45 ＯＬＣルーパー11:40 
谷村 正樹 37 杉風会 11:41 
西田 陽一 36 ドーコンＪＣ 11:42 
奥村 理也 38 OLC 吉備路 11:43 
 
B
松下 渡 田辺市 11:51 
松本 行雄 51神戸市 11:53 
 
グループ

福永 徹男 組 橋本ＡＣ漢部 10:31 
楠見 陽 組 和歌山市 10:33 
東山 結香 組 和歌山市 10:35 

メ モ

2008 パーク O ツアーin 関西和歌山県大会プログラム

和歌山県オリエンテーリング協会


