
JOA 公認大会（カテゴリ S）

パークＯツアー in 関西 2013 第 3 戦

＜和歌山大会＞

兼 平成 25 年度和歌山県民

オリエンテーリング大会

大会プログラム

橋本県立体育館

期日 平成２６年１月１９日（日）雨天決行 荒天中止

集合場所 橋本市運動公園内橋本県立体育館
第3会議室 橋本市北馬場455(tel:0736-32-9660)

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、橋本市 橋本市教育委員会

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 若林 宗平（大阪府オリエンテーリング協会）
競技責任者 齋藤 久雄 コース設定者 楠見 耕介
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）

＊ 本大会で撮影された写真･映像などを web ページ・印刷物などに掲載することがありま

す。また、年間申し込み、年間優勝者の翌年度招待のため、連絡先を他の主管者が利用す

ることがあります。ご了承ください。
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【交通案内】

●電車

南海電鉄高野線・JR 和歌山線橋本駅より徒歩 20 分

駅からは、会場周辺図を参考にお越しください。テープ誘導はありません。

南海電鉄高野線時刻表

＃急行のみ載せています。有料（500 円）の特急こうや号・りんかん号も利用できます。

難波(08:13) →新今宮(08:15) →天下茶屋(08:18)→ 橋本(09:04)

難波(08:36) →新今宮(08:38) →天下茶屋(08:41)→ 橋本(09:27)

難波(09:02) →新今宮(09:04) →天下茶屋(09:07)→ 橋本(09:53)

難波(09:36) →新今宮(09:38) →天下茶屋(09:41)→ 橋本(10:26)

難波(10:02) →新今宮(10:04) →天下茶屋(10:07)→ 橋本(10:53)

●自動車

橋本市運動公園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。テープ誘導

はありません。

競技の関係で第 1・第 2 駐車場に優先して駐車してください。駐車券の発行はしませんが、

他のスポーツ行事が開催されるため、余裕が少なくなっています。第 1・第 2 駐車場が満車の

場合のみ第 3・第 4 駐車場へ回ってください。周辺の路上駐車は厳禁します。

【会場について】

・本部（計算センターふくむ）と受付は、橋本県立体育館２階の第３会議室です。荷物置き場も

第３会議室です。更衣には、１階の男女別の更衣室がご利用できます。シャワーとコインロッ

カー（使用後コイン返却型）も利用できます。休憩等には２階無料休憩室もご利用できます。

飲み物の自動販売機も体育館内にあります。トイレは体育館の玄関前もの、体育館内のものを

使用してください。

・ゴミはお持ち帰りください。

・当日は体育館と競技場で他団体の行事が予定されています。他の利用者の迷惑にならないよう

に十分ご注意をお願いします。

・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
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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｡

・会場は、火気厳禁です｡また、指定された喫煙所を除いて禁煙です。

【競技に関する注意】

○金属ピンつきシューズ（ダボピン含む）の使用を禁止します。

○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。

○駐車場および自動車の通る道路がコース・ルート上に含まれます。他の行事の関係で競技中も

自動車の出入りが予想されます。道路の横断や駐車場の通行には十分注意して競技してくださ

い。

○運動公園北側の丘陵地「ひだまりの郷」がコースに含まれます。上級クラスでは林の中の微地

形の特徴部にもコントロールが置かれます。遊歩道にも急斜面や丸木橋があり、滑りやすいと

ころがあります。シューズの選択も含め、十分注意して競技に参加してください。

○優勝設定タイムがすべて 45 分未満のため、給水所は設置しません。

○救護所として、体育館 2F 第 3 会議室の本部・受付に救急用品を用意しています。

○ウォーミングアップは、レイアウト図を参照して、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。

○公園部分では表示しきれない小さい花壇･植え込みがあります。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 2 分前に配布します。（サイズ最大 55*150mm）

○健康状態を考え決して無理をしないでください。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。

【MA･WA クラス決勝（MAF・WAF）について】

・エントリー数の関係で、予選の完走者は決勝に出走できることにします。予選失格者は、タイ
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ムスタート終了後、随時のリフトアップスタート形式でオープン参加として出走できます。

・決勝のスタートリストを 12:30 頃発表します。スタート順は予選順位の逆順とします。13:30 よ

り 1 分間隔でスタートの予定です。

・スタート地区は予選と共通で会場付近です。（徒歩 3 分以内）

・予選終了後、自分のコースの地図を見ることはかまいませんが、他のコースの地図を見ること

を禁止します。

・MA・WA クラス以外の方の決勝オープン参加を無料で受け付けます。決勝タイムスタート後

～ 14:00 までのリフトアップスタートを予定しています。15:00 までフィニッシュしてください。

地図の準備の都合がありますので、問合せ先へ 1/17(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】

＜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）、M35

（男子、35 歳以上）、W35（女子、35 歳以上）、M50（男子、50 歳以上）、W50（女子、50 歳

以上）、M65（男子 65 歳以上)、M15（男子中学生以下）、W15（女子中学生以下）とする。・

ポイントは、MA：1 位 15pt、2 位 14pt、・・・・・・15 位 1pt。他の対象クラス：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】

「橋本市運動公園」A4 判縦縮尺 1:4000 等高線間隔 2.5m 走行度 4 段階表示 JSSOM 準拠 2014 年

和歌山県オリエンテーリング協会作成 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で表している立入禁止

区域には、現地の表示はありません。

◆法面（造成された斜面）は、立ち入り禁止で「民家の敷地・花壇」の記号で表示しています。

◆未舗装の駐車場は、開けた土地の記号で表示しています。

◆線状の植え込みで長さ 5m 未満のものは表示していません。やや間隔のある植え込みは,、408

林(走行困難)、または 406 林(走行可能)で表しています。目立つものでも 5m 未満のものは、

表記していませんので注意が必要です。

◆以下の特殊記号を使用しています。

藤棚→「通り抜け可能な建物」

線状の遊具（フィールドアスレチックなど）→「通過可能なパイプライン」

ツリーハウス・遊具・柱状のモニュメント→ ×（人工特徴物） 墓→「ケルン・石積み」

自動車の通行する道路・舗装部分：50%の茶、

自動車通行のない道路・道・舗装部分：20%の茶

◆ JSSOM について

日本スプリントオリエンテーリング地図図式規程（JSSOM2007）で表記しています。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。
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【日本オリエンテーリング選手権（スプリント競技）出場資格】

MA・WAクラスでは、優勝タイムの150%以内（分単位に切り上げ）の完走者に第7回（平成26年度）

日本オリエンテーリング選手権(スプリント競技)の出場資格が与えられます。

【テレイン】

競技場・プール・体育館のある中央部分と、北側の丘陵部分、南側のオープンと荒れ地のひろ

がる部分に分かれます。競技場部分は西に向いた斜面に造成されていて、施設や駐車場の平坦な

面とその間の立入禁止の法面に分かれます。丘陵部分は比高 50m 程度で、小道や小径は発達し

ていますが、微地形もみられます。丘陵部分の走行度の、A（容易）B（可能）C（困難）の割

合は、2:1:1 程度です。南の荒れ地の部分は、下草が伸びている部分と整地された部分に分かれ

ています。下草の伸びている部分も大部分が走行容易です。

【コース距離・競技時間】やむを得ず変更する場合があります。

距離* 登高 予想優勝タイム 丘陵部分の距離割合

MAF 3.4km 90m 15 分 15%

WAF 2.7km 50m 15 分 20%

M35 3.2km 80m 15 分 20%

W35 2.5km 60m 15 分 15%

M50 2.7km 75m 15 分 20%

W50 2.5km 60m 15 分 15%

M65 2.7km 75m 15 分 20%

M15 2.5km 60m 15 分 15%

MAQ・WAQ 2.0km 45m 10 分 15%

OA 2.7km 75m 15 分 20%

B コース距離 2.2km N・グループ（家族）2.0km

*立入禁止の区域を迂回して測定しています。

**W15 クラスは、エントリーがなかったので省略しています。

競技時間について MA・WA の予選（MAQ・WAQ）は 45 分、他のクラスは 60 分とします。

【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］9:00 ～ 11:00（グループクラスは 9:30 ～ 10:00）

・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。マイカードは使えません。当日申込は、B

・N・グループクラスを除き参考記録で、表彰の対象とはなりません。

（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 OA：1800 円、個人 B・N、と全クラスの高校生以下 600 円）

［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。

（貸し出しは無料です。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］10:10 ～ 10:25

・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。

［スタート］グループ 10:31 ～ 個人 11:01 ～
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・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。

・スタート地区は、体育館西側の芝生です。（徒歩 3 分以内）

・E カ－ド、ナンバーカードのない人はスタ－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：Ｅカードのアクティベートをして、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。コントロール位置説明表をおとりください。

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

タートフラッグはスタート待機場所に隣接しているので誘導はありません。

〈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。

［競技中］

・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 （MA・WAの決勝以外）１３：００、MA・WAの決勝 １５：００

フィニッシュを閉鎖し、コントロールを取り外します。

［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」に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。

◎フィニッシュ後の地図は回収しません。（MA・WA の予選を含めて）出走前の参加者に見せ

ることを禁止します。MA・WA の参加者は予選終了後、自分のコースの地図を見ることはか

まいませんが、他のコースの地図を見ることを禁止します。

◎ フィニッシュ後は体育館 2 階第 3 会議室の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。（MAQ・WAQ は回収しませ

ん。）地図は回収しません。

・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。
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・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で受け付けます。（200 円）

［調査依頼］

・競技と成績に関する調査依頼がある場合は、本部で受け付けます。締め切りは、MAF・WAF

以外は 13:00、MAF・WAF は 14:30 とします。

［提訴］

調査依頼に対する主催者の回答に納得できない場合、提訴することができます。

［裁定委員］

本大会の３名の裁定委員は、公式掲示板に掲示します。

［表彰式・閉会式］

・MA・WA 以外のクラス 12:30 ごろ～ MA・WA クラスは 14:30 ごろ

・受付・本部付近で行います。

・表彰は各クラス共に１位～３位まで表彰します。

スタートリスト

ＭＡ
氏名 年齢 所属 競技者 No. start

寺村 大 27 朱雀 OK 186-25-003 11:20

大林 俊彦 49 大阪ＯＬＣ 164-27-017 11:21

近藤 準 27 六国会 一時登録 11:22

大江 恒男 49 OLP 兵庫 164-21-045 11:23

石原 孝彦 51 大阪 OLC 162-27-149 11:24

奥村 理也 43 OLC 吉備路 170-27-026 11:25

白石 進 31 大阪 OLC 一時登録 11:26

松澤 俊行 41 松塾 172-22-506 11:27

丘村 彰敏 50 大阪 OLC 163-27-210 11:28

築地 孝和 19 阪大 OLC 一時登録 11:29

沖浦 徹二 52 大阪 OLC 161-27-015 11:30

角岡 明 54 三河 OLC 159-23-211 11:31

菅谷 裕志 24 OLC ルーパー 189-23-103 11:32

高橋 範 32 トータス 181-20-060 11:33

堀 裕多 22 阪大 OLC 191-27-203 11:34

木村 洋介 31 大阪 OLC 182-27-134 11:35

福井 直樹 23 阪大 OLC 190-27-204 11:36

横田 実 50 KOLA 163-27-146 11:37

Ｍ３５
氏名 年齢 所属 競技者 No. start

平山 友啓 35 KOLA 178-27-080 11:16

上田 浩嗣 42 Team Heart Golds 171-24-036 11:17

阪本 博 48 大阪 OLC 165-27-023 11:18

谷垣 宣孝 51 OLP 兵庫 162-28-002 11:19

柴田 恭 48 OLC ふるはうす 165-27-156 11:20

永瀬 真一 45 ＫＯＬＡ 168-27-001 11:21

坂田 雄一郎 46 吹田市 167-27-243 11:22

北川 達也 49 OLC ふるはうす 164-27-154 11:23

河合 利幸 54 OLC レオ 159-27-048 11:24

Ｍ５０
氏名 年齢 所属 競技者 No. start

宮崎敦司 54 （無所属） 159-23-245 11:26

田中 徹 55 京葉ＯＬクラブ 158-12-001 11:27

片山 雅之 54 ＯＬＰ兵庫 159-28-001 11:28

五十嵐 則仁 56 横浜ＯＬクラブ 157-14-202 11:29
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高田 広彦 52 大垣市 161-21-046 11:30

中原 信一 55 大阪 OLC 158-33-001 11:31

関野 賢二 64 YTC78 149-14-169 11:32

Ｍ６５
氏名 年齢 所属 競技者 No. start

山本 博司 65 ES 関東クラブ 148-13-428 11:34

石田 亘宏 79 愛知ＯＬＣ 134-23-014 11:35

寺田 保 67 KOLA 146-27-118 11:36

鹿野 勘次 66 岐阜ＯＬＣ 147-21-044 11:37

前田 春正 67 KOLA 146-27-049 11:38

塚田 元朗 74 京都 OLC 139-26-060 11:39

村橋 和彦 66 ＫＯＬＡ 147-27-068 11:40

Ｍ１５
氏名 年齢 所属 競技者 No. start

須藤 悠太 13 ISOC 100-27-257 11:01

上田 皓一朗 13 高田中学校 100-24-037 11:02

藤川 潤也 13 ISOC 一時登録 11:03

福井 陽貴 10 九会小学校 103-28-001 11:04

川瀬 悠真 13 高田中学校 100-24-047 11:05

檜物 勇気 13 ISOC 100-27-258 11:06

徳力 雅哉 13 高田中学校 100-24-048 11:07

ＷＡ
氏名 年齢 所属 競技者 No. start

平渡 友理 20 奈良女子大学 一時登録 11:01

松本 知佐子 42 朱雀ＯＫ 271-26-201 11:02

日比野 可奈子 19 奈良女子大学 一時登録 11:03

小谷 麻緒 19 奈良女子大学 一時登録 11:04

井手 恵理子 28 朱雀 OK 285-26-630 11:05

高橋 佳代 20 奈良女子大学 一時登録 11:06

村越 久子 57 OLC 吉備路 256-22-001 11:07

山田 祐理子 20 奈良女子大学 一時登録 11:08

加地 沙綾子 22 椙山女学園大学 291-23-105 11:09

高橋 理恵 20 奈良女子大学 一時登録 11:10

Ｗ３５
氏名 年齢 所属 競技者 No. start

青柳 紀子 41 OLC ふるはうす 272-27-143 11:09

北川 仁美 48 OLC ふるはうす 265-27-155 11:10

Ｗ５０
氏名 年齢 所属 競技者 No. start

村上 澄代 58 晴れの国岡山 OLC 255-33-001 11:12

山本 陽子 62 ES 関東クラブ 251-13-433 11:13

石田 美代子 78 愛知ＯＬＣ 235-23-002 11:14

Ｂ
氏名 年齢 所属 競技者 No. start

多田 淑貴 13 高田中学校 100-24-052 11:03

松下 渡 62 田辺市 －－ 11:05

宮崎 光雄 46 田辺市 －－ 11:07

佐藤 睦仁 13 高田中学校 100-24-051 11:09
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Ｎ
氏名 年齢 所属 競技者 No. start

中島 遼 9 ゾロリーズ 11:01

グループ家族組
氏名 年齢 所属 競技者 No. start

中島 桜 7 もふもふず －－ 10:31

中島 真治 49

渡壁 登 63 橋本市 －－ 10:34

渡壁 綾峨 6

三井 明人 41 橋本市 －－ 10:37

三井 海 13

三井 仁 11

平岡 瞬輝 12

W15 のエントリーはありません。
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