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JOA 公認大会（カテゴリ S）

パークＯ・ツアーin 関西 2014 第 2 戦

＜和歌山大会＞

和歌山市河西公園

パークオリエンテーリング大会

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
競技責任者 斉藤 久雄 コース設定者 楠見 耕介
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）
期 日 平成２６年９月７日（日）雨天決行 荒天中止
集合場所 和歌山市河西公園小グラウンド・相撲場付近

和歌山市西ノ庄
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）

http://www.waka-orienteering.net/pkt2014/pkt2014index.htm
＊ 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。ご了承ください。

●金属ピン付きシューズでの出走は禁止です。

●植え込み・目立つ木の取捨選択の基準をよく 理解しておいてく ださい！

mailto:kusumi@orienteering.com
http://www.waka-orienteering.net/pkt2014/pkt2014index.htm
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【交通案内】

●電車

南海電鉄加太線西ノ庄駅より徒歩 15 分（要項記載の二里ヶ浜駅の 1 つ手前が最寄です。）

駅からは、会場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。

南海電鉄時刻表

難波(08:15) →新今宮(08:17) →和歌山市(09:12)

加太線のりかえ 和歌山市(09:23) →西ノ庄（09:39）

難波(08:45) →新今宮(08:47) →和歌山市(09:42)

加太線のりかえ 和歌山市(09:53) →西ノ庄（10:09）

難波(09:10) →新今宮(09:12) →和歌山市(10:09)

加太線のりかえ 和歌山市(10:23) →西ノ庄（10:39）

難波(09:15) →新今宮(09:17) →泉佐野 (09:48)

普通車乗り換え 泉佐野（09:51）→紀ノ川（10:24）

加太線のりかえ 紀ノ川 (10:26) →西ノ庄（10:39）

●自動車

阪和道和歌山北ＩＣから紀ノ川北岸堤防（県道 139 号、140 号）を紀の国大橋（R26

和歌山北バイパス）北詰まで西進。右折してバイパス側道を北上し大谷ランプへ。県道

7 号を三ツ池南側交差点まで西進。（次郎丸交差点から西ノ庄まで県道 7 号は迂回して

いますが、4 車線道路をそのまま直進でＯＫです。）三ツ池南側交差点からは、周辺図

２（自動車用）を参照してください。

＊西脇小学校の方向へ右折するところは、目印がなく、わかりにくいのでご注意ください。

＊河西公園（河西緩衝緑地）の東入り口（八幡前駅側）からの入場は、競技上の理由から

禁止します。

＊和歌山北ＩＣは、入り口大阪方面のみ、出口大阪方面からのみのハーフ IC です、
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【スケジュール】

9:30 受付開始

9:40 初心者説明開始

10:15 初心者説明終了

10:15 開会式（～10:25）

10:31 グループクラススタート開始

11:01 MA・WA スタート開始

11:30 その他の個人スタート開始

12:00 スタート閉鎖

12:30 決勝スタートリスト発表

13:00 表彰式（MA・WA 以外）

フィニッシュ閉鎖（MA・WA

決勝以外）

13:15 B 決勝スタート開始

13:31 A 決勝スタート開始

13:50 ごろ

決勝オープン参加スタート開始

14:30 決勝フィニッシュ閉鎖

MA・WA 表彰式

【全般に関する注意】

・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。

・更衣室等はありません。女子用着替えテントのみ用意します。トイレは、受付付近の

ものが利用できます。

・受付付近に飲み物の自動販売機があります。500mlPET ボトルも販売しています。コン

ビニエンスストアは、会場付近にはありませんのでご注意ください。

・参加者側が自分自身または他人などに損害・損傷を与えた場合、主催者側まで必ずお

知らせください。

・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。ミネラル分も含めた十分な給水や帽

子の着用など熱中症の対策を十分お願いします。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



Ver.1.0

償額には限度があります。なお、熱中症は傷害保険の対象にはなりません

・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】

○金属ピンの付いたシューズを禁止します。

○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。

○競技時間は、MA・WA が 45 分、他のクラスは 1 時間です。

○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。

○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 60*130mm）

○公園内には、野球場・サッカー場が多数あります。当日も練習などが実施される予定

です。地図上、民家の敷地で表現しているグラウンドなどには決して立ち入らないで

下さい。また、開けた土地で表現されている部分を通行の際も野球などのじゃまにな

らないよう十分注意して通行してください。

○コースの一部に下草の茂っている部分が含まれます。サルトリイバラなどとげのある

植生も見られます。長ズボンやレガースの着用をおすすめします。

○本大会では、ドーピング検査を実施する可能性が有ります。検査対象になった参加者

は係員の指示に従って下さい。

【MA･WA クラス決勝について】

・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。

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 決勝は 13:31 より 1 分間隔、B 決勝は、13:15 より 1 分間隔でスタートの予定です。

・スタート地区は会場付近です。

・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。Ａ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。14:30 までフィニッシ

ュしてください。予選や他クラスとはテレインの範囲が異なります。地図の準備の都合

がありますので、問合せ先へ 9/5(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、決勝の順位を用います。予選失格者は B 決勝に出場となりま

す。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。当日参加者は、

ポイントの対象となりません。

＜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)およびＭ65（男子 65 歳以上)とする。・ポイントは、MA

：1 位 15pt、2 位 14pt、・・15 位 1pt。WA、M35、W35、M50、W50、M65、M15、W15

：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。

【全日本スプリントエリートクラス出場資格】

MA・WAクラスでは、決勝レースにおいて優勝タイムの150%以内（秒単位に切り上げ）
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の完走者に2015年度全日本オリエンテーリング選手権(スプリント競技)のエリートクラ

ス出場資格が与えられます。[公認大会エリートクラス出場資格規則1.3(2)による]

【地図】 縮尺 1:4,000

「和歌山市河西公園」A4 判横縮尺 1:4,000 等高線間隔 2.5m 走行度 4 段階表示

JSSOM2007 準拠 2014 年修正。北西版と南東版に分かれます。

◆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） 遊具→ ×（人工特徴物）

線状の遊具→ (通過可能なパイプライン) 切り株・倒木→ ×（切り株は高さ 1～2m）

＃水飲み場（○）は記載していません

◆目立つ木、植え込みなどの取捨選択の基準と表現について

JSSOM418 目立つ大きな樹木は、林の中のものも含めて幹の直径が 50cm 以上のも

ののみを記載しています。50cm 未満のものは、開けた土地にあり目立つものでも表

記していません。（419 目立つ薮または小さな樹木の記号は使用していません。）

植え込み・やぶについては、直径または長さ 5m 以上のものを、421 通過不能な植

生で表現しています。やや間隔のある植え込みは、408 林：走行困難で表しています。

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。

また、樹木の間隔が 2～3ｍ開いている場合も林として表現しています。

◆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。

【テレイン】

砂浜を埋め立てた公園です。球技場のグランド、芝生などのオープン、が目立ちま

すが、かなりの面積が林で覆われています。テレイン南東部の砂丘の部分を除き、地形

上の特徴はごく少なくフラットな公園です。高速で走行しながらのナビゲーション技

術、すなわち正確さを要求される直進や頻繁な方向転換とのコンビネーションが問われ

るでしょう。

【コース距離】やむを得ず変更する場合があります。

MA 予選 2.7km 登高 5m 予想優勝タイム 12 分

WA 予選 2.7km 登高 5m 予想優勝タイム 18 分

MA 決勝 3.3km 登高 10m 予想優勝タイム 15 分

WA 決勝 2.7km 登高 10m 予想優勝タイム 18 分

M35/M50 3.0km 登高 5m 予想優勝タイム 17/19 分

W35/M65/M15 2.3km 登高 5m 予想優勝タイム 17/17/20 分

W50/W15 1.7km 登高 5m 予想優勝タイム 15/20 分

OA 2.8km 登行 5m B 1.9km N・グループ 1.5km
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【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］9:30～11:00

・参加のチェックを受け、レンタルの 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。

（グループ・個人 N・B：小学生以上一人 600 円、未就学児無料）

（N 以外の個人：1800 円 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。

（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］9:40～10:15

・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］10:15～10:25

・10:15 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 11:01～ MA･WA B 決勝 13:15～、A 決勝 13:31～

・スタート地区は会場付近です。

・指定されたスタート時刻の 3 分前にはスタート地区にお越しください。

・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。

（12:30～ スタートリスト発表）

・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－ト地区での再発行

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。提出がない場合は行方不明者として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。コントロール位置説明を各自お取りください。

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。

〈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。MAWA 決勝を除き、12 時以降はスタートできません。

〈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
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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。

・コース内に給水所・救護所はありません。救護所はフィニッシュに隣接する本部に救

急用品などを用意しています。

・競技時間は１時間です。（MA・WA は予選決勝とも 45 分）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。

・フィニッシュ閉鎖時刻 １３：００、MA・WA 決勝は１４：３０

［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 14:30 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。
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スタートリスト

MA

101 白石 進 32 大阪 OLC 11:05

102 小暮 喜代志 39 朱雀 OK 11:06

103 丘村 彰敏 51 大阪 OLC 11:07

104 板谷 智史 17 OLP 兵庫 11:08

105 松澤 俊行 42 浜松市 11:09

106 西村 淳史 33 大阪市 11:10

107 松下 睦生 22 京大ＯＬＣ 11:11

108 石原 孝彦 52 大阪 OLC 11:12

109 横田 実 51 KOLA 11:13

110 奥村 理也 44 OLC 吉備路 11:14

111 西田 伸一 57 OLC レオ 11:15

WA

121 山田 祐理子 21 奈良女 OLC 11:19

122 北川 仁美 49 ＯＬＣふるはうす 11:20

123 山口 仁実 19 奈良女 OLC 11:21

124 濱田 裕子 30 KDOC 11:22

125 井上 佳南 20 奈良女 OLC 11:23

126 矢ヶ部 美枝 47 大阪 OLC 11:24

127 秋山 里桜子 20 奈良女 OLC 11:25

128 川合 花怜 34 KDOC 11:26

129 小谷 麻緒 20 奈良女 OLC 11:27

M35

131 板谷 日出男 54 OLP 兵庫 11:31

132 永瀬 真一 46 ＫＯＬＡ 11:32

133 直川 明久 49 和歌山県 OL協会 11:33

134 小野田 敦 48 京都ＯＬＣ 11:34

135 阪本 博 49 大阪 OLC 11:35

136 河合 利幸 55 OLC レオ 11:36

137 坂田 雄一郎 47 OLC ふるはうす 11:37

138 平山 友啓 36 KOLA 11:38

139 柴田 恭 49 ＯＬＣふるはうす 11:39

140 谷垣 宣孝 52 OLP 兵庫 11:40
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M50

141 千原 昇 50 芦屋浜 AC 11:42

142 愛場 庸雅 60 OLC レオ 11:43

143 宮崎 敦司 55 （無所属） 11:44

144 北川 達也 50 ＯＬＣふるはうす 11:45

145 阿部 昌隆 58 東京ＯＬクラブ 11:46

M65

151 福田 良雄 65 OLP 吉備路 11:31

152 尾上 俊雄 75 OLP 兵庫 11:32

153 鹿野 勘次 67 岐阜ＯＬＣ 11:33

154 小南 美好 73 OLP 兵庫 11:34

155 前田 春正 68 ＫＯＬＡ 11:35

156 関野 賢二 65 YTC78 11:36

157 上杉 光彌 74 京都 OLC 11:37

M15

161 檜物 勇気 14 ＩＳＯＣ 11:40

162 千原 昇悟 13 西宮市 11:41

163 須藤 悠太 14 ＩＳＯＣ 11:42

W35

171 坂田 博子 45 ＯＬＣふるはうす 11:45

W50

181 吉岡 康子 57 OLC 吉備路 11:47

182 芝 聖子 71 OLP 兵庫 11:48

B

191 新家 凪 19 大阪 OLC 11:31

192 田中 美帆 28 11:32

グループ少年少女

201 瀧畑・田中組 木本・松江小 10:31

202 野田涼音組 西脇小 10:34
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