
 

JOA 公認 パーク O ツアーin 関西 第１戦 

生駒山麓公園オリエンテーリング大会 

プログラム 

 
 

ごあいさつ  

はじめに、東日本大震災で被災された方に心よりお見舞い申し上げます。 

  また今回は奈良・生駒にてこのイベントを開催致しますが、関東方面をはじめ各地からご参加頂きましたことを深く感謝 

致します。 

 昨年に開催を始めた生駒山麓公園ＯＬ大会ですが、２回目となる今年はパークＯツアーin関西の第１戦目、並びに 

公認大会として行うことになりました。出だしのイベントとしてつまづけないプレッシャーがありますが、何分力の無い者が 

運営することも有り、到らない点もあるかと思いますが、皆様が満足するイベントを作り上げたいと思っております。 

パークＯツアーですがこのイベントが参戦したこともあり、本年度は全６戦となります。すべての大会に参加することは 

厳しいかもしれませんが、年間を通してのクラス毎の優勝者は翌年のツアーに無料招待される特典があります。 

本年度のツアー日程は未定のものもありますが、出来るだけ多くの大会に参加頂き、オリエンテーリングを楽しむのは 

もちろんのこと、上位目指して頑張って下さい。 

最後になりますが、会場ならびに運営協力を頂く生駒山麓公園の方々、ならびに運営協力を頂くＯＬＣふるはうす、 

奈良女子大学の方々に深く感謝致します。 

 

■開催日時  平成 2３年 ５月２１日（土） 雤天決行 荒天中止 

■受付時間  ＰＭ１：００～２：００ 

■場所    生駒山麓公園敷地内 

■主催    JOA近畿ブロック 

■主管    O-Map Create 

■共催    生駒山麓公園 

■協力    ＯＬＣふるはうす、奈良女子大学ＯＬＣ 



■競技形式  ポイントオリエンテーリング 

■競技規則  『日本オリエンテーリング競技規則（2010）』に準ずる 

■パンチングシステム  emit社製電子パンチシステム(Ｅcard) 

■大会コントローラ  平島俊次氏（滋賀県協会） 

■競技責任者、コース設定 三上雅克（福井県協会） 

■地図    『生駒山麓公園』 ２０１０作成 ２０１１修正調査 

       縮尺 1/4,000  等高線間隔 2.5m 

       走行可能度５段階  JSSOM2008準拠 

■会場  生駒山麓公園 野外活動センター 

       公式ホームページ http://web1.kcn.jp/ikoma36-park/ 

       【電話番号】 0743-73-8880 

■アクセス 

     公共交通機関： 近鉄奈良線をご利用下さい。 http://eki.kintetsu.co.jp/norikae/N1 

近鉄「東生駒」「生駒」より送迎バス（同一バスです。） バス料金１００円 

            バスのりば：東生駒駅・・１階バス乗り場、階段下正面         １１：００、１２：００、１３：００発 

                       生駒駅・・・駅南口 1 番乗り場付近（エスカレーター前） １１：０５、１２：０５、１３：０５発 

※バスは３０人定員の中型バスです。 

タクシーで移動される方は「生駒山麓公園ふれあいセンター前」と運転手に案内下さい。（約２０００円） 

     車での来場に切り替え可能な方は検討下さい。 

     乗車の分散を計るため、余裕のある方は早めの便にお乗り下さい。 

      ※ふれあいセンターには食堂がありますので、昼食を取ることができます。 

     自動車 ： http://web1.kcn.jp/ikoma36-park/html/acces.html を参照下さい。 

阪奈道路から信貴・生駒スカイラインへ入り、約 2km（車５分） 

             ※信貴山あるいは宝山寺側からスカイラインに乗ると料金が必要になります。ご注意下さい。 

駐車料金 500円が必要です。 

           駐車場付近は競技エリアでもあります。施設内移動、駐車時には競技者に十分ご注意下さい。 

   ◆高速道路利用者へのお勧めルート（ナビが有る方はその情報がベター？） 

    ・関東、中京圏からお越しの方 

      名神（or新名神）→京滋バイパス→第 2京阪道路を通り交野北ＩＣを出て一般道へ 

      そのまま西に向い、国道１６８号線を南下する。５ｋｍほどで「北田原大橋」交差点を右折（西）、 

      ２つめの信号「下田原西」交差点を左折（南）、道なりに３ｋｍほどでＴ字路に突きあたり左折（南） 

      すぐの信号を直進すれば信貴・生駒スカイラインにのる。 

http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=34.748383,135.693169&spn=0.072499,0.114841&z=13&brcurrent=3,0x600122

55f4834d3d:0x7dc6427bbbbd3da9,1 

    ・中国地方方面からお越しの方 

       中国道→近畿道を通り門真ＩＣを出て一般道へ 

       県道１６１号線を西進し突きあたり「深野新田」交差点を右折（南）、「深野南」交差点を左折（東）すれば 

       阪奈道路に乗ります。阪奈道路頂上付近に信貴・生駒スカイラインへの進入口があります。 

http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&brcurrent=3,0x60011f841983102f:0x6b2981e9b7fdfa23,1&ll=34.717488,135.634

632&spn=0.072526,0.114841&z=13 

 

 

http://web1.kcn.jp/ikoma36-park/
http://eki.kintetsu.co.jp/norikae/N1
http://web1.kcn.jp/ikoma36-park/html/acces.html
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=34.748383,135.693169&spn=0.072499,0.114841&z=13&brcurrent=3,0x60012255f4834d3d:0x7dc6427bbbbd3da9,1
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&ll=34.748383,135.693169&spn=0.072499,0.114841&z=13&brcurrent=3,0x60012255f4834d3d:0x7dc6427bbbbd3da9,1
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&brcurrent=3,0x60011f841983102f:0x6b2981e9b7fdfa23,1&ll=34.717488,135.634632&spn=0.072526,0.114841&z=13
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ie=UTF8&brcurrent=3,0x60011f841983102f:0x6b2981e9b7fdfa23,1&ll=34.717488,135.634632&spn=0.072526,0.114841&z=13


■会場付近  付近にスーパー、コンビニはありません。 

         ふれあいセンター内に食堂があります。 

         会場は昨年の場所とは変わっています。ご注意下さい。 

 

■会場レイアウト 

 ふれあいセンター中庭での青空会場になります。 

当日の天候状況により変更することがあります。 

   

          貴重品の保管には注意して下さい。※受付にて一時保管を承ります。 

          センター内を汚さぬよう、砂、泥などは外で落としてから利用下さい。 

          靴袋は各自持参下さい 



■競技クラス   ＭＡ（経験者、年齢無制限）、ＷＡ（経験者女子、年齢無制限） 

           Ｍ３５（経験者男子 35歳以上）、Ｗ３５（経験者女子 35歳以上） 

           Ｍ５０（経験者男子 50歳以上）、Ｗ５０（経験者女子 50歳以上） 

           Ｍ６５（経験者男子 65歳以上） 

           ＭＢ（中級者男子）、ＷＢ（中級者女子）  

           Ｎ（初心者）、グループ  

 

■テレイン情報   生駒山の北側斜面、標高３００～３６０ｍ付近に位置するこの公園には、緑豊かな自然の中にふれあい 

          センターをはじめ、野外活動センター、フィールドアスレチックなどの施設があります。 

          エリア東側は各施設の他、広場、遊具、テニスコート、駐車場などのオープンエリアが主です。 

          エリア西側は林、湖など自然の景色が広がります。敷地内の林は見通しの良い雑木林で、地形も比較的 

          はっきりしています。 

          トゲを有する植物が散見されます。半ズボンやタイツなどのフォームは避けて下さい。 

 

■コース情報  現時点でのコース距離、ウイニング予想を表に記します。 

この時期、植生が大きく変化する時期です。大会前に最終調整を行いますので多少の変更の可能性が 

あります。（当日の公式掲示板で公表します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     各コースともテレイン内の車道を横断します。コース、ルートチョイスによっては複数回横断します。 

     横断する際は車に十分に注意して渡って下さい。係員はいません。 

     （ドライバーには「オリエンテーリング競技中につき徐行願います」とのポスターを料金所に掲示します。） 

指定の給水所は設けません。 受付に救急箱と水を置いておきます。 

     各コースとも競技時間を 90分とし、それを超えた場合には失格扱いとなります。 

     フィニッシュ閉鎖時刻を１6：30 とします。コントロール撤収を開始しますので、競技を中断しフィニッシュに 

向かって下さい。 

 

■当日の流れ 

 本大会は省力運営を目指しております。省力化に関わる内容については緑色の文字で記しております。 

○受付  受付は受付１と受付２が有ります。 

      ・受付１は当日参加者用です。必要事項を記入頂き、参加料をお払い下さい。 

          ただし、Ｅｃａｒｄ使用クラスはレンタルカードの余裕分のみの対応しか受付けません。 

クラス 距離 登距離 ウイニング 位置説明 

MA 3 km 175m 23分 IOF記号 

M35 2.5km 135m 23分 IOF記号 

M50 2.1km 110m 23分 IOF記号 

M65 1.6km 80m 23分 IOF記号 

WA 2.1km 110m 23分 IOF記号 

W35 1.6km 80m 25分 IOF記号 

W50 1.4km 65m 25分 IOF記号 

MB WB 1.5km 75m 20～25分 日本語説明 

N、グループ 1.5km 75m 20分 日本語説明 



      [当日参加料] A,B クラスは１８００円 ※ただし学生新人、高校生以下は１３００円 

                    N,G クラスは１３００円 

（当日参加者はＭｙｃａｒｄは使用できません。） 

            ※当日参加者が多い場合、遅いスタート時間の人は競技時間９０分を取れない可能性があります。 

            ※当日参加者は公認大会公式記録、年齢別ランキング、および選手権大会への権利取得の 

             対象にはなりません。あらかじめご了承下さい。 

      ・受付２はレンタルＥｃａｒｄ、バックアップラベル、レンタルコンパス配布所です。 

            ※レンタルの E-Card を紛失・破損された場合には実費（3000 円）をいただきます。ご注意下さい。 

            同時に事前申込者の参加チェックならびにマイカード番号チェックを行います。 

この時点で欠席および遅刻が判明している場合は申請下さい。 

            当日参加者はスタート時刻指定を受けて下さい。 

            （※当日参加者は事前申込者出走後の指定スタート時刻になります。） 

            ディスクリプション（位置説明）もここで配布します。 

            地図販売を事前に申し込んだ方はこの時点で封筒に入れお渡しします。。（開放厳禁） 

      また一斉の初心者説明を PM2：0０頃に一度のみ実施します。 

開始時に案内しますので指定の場所にお集まり下さい。 

      ※学生初心者は上回生に説明を受けてきて下さい。 

★経験者で時間に余裕のある方は、初心者説明にご協力下さい。 

 不安そうな方や質問を受けた場合には説明をしてあげて下さい。 

  

■スタート  

       スタートまでは徒歩５分以内です。（看板表示のみ、テープ誘導無し） 

       スタートリストを掲示しますので、各自Ｅｃａｒｄ番号の最終確認を行って下さい。 

       ※スタート前の役員のＥｃａｒｄ番号チェックは行いません。 

       スタート枠前にアクティベートユニットを設置します。カードの故障が判明した場合にはただちに受付に 

       向い交換手続きを行って下さい。ただし、マイカードの方はレンタル金が発生します。 

       ※アクティベートは時間に余裕を持って行って下さい 

       スタートレーンは 4 レーン有ります。 

            レーン１：ＭＡ、Ｗ５０      レーン２：M３５、Ｗ３５、M６５  

レーン３：M５０、ＷＡ      レーン４：ＭＢ、ＷＢ、Ｎ、Ｇ、遅刻 

       スタート３分前：スタート枠内にお入り下さい。 

       スタート２分前：枠をひとつお進み下さい  

       スタート１分前：枠をひとつ進み、スタート準備をして下さい。 

                １０秒前にスタートユニットにＥｃａｒｄをセットして下さい 

       スタート：スタートの合図とともにユニットからＥｃａｒｄを外し、スタートして下さい。 

       スタートの役員は A クラス競技者に対してはスタート枠誘導時刻、１０秒前、スタートの案内のみ行います。 

        ※Ｂ、N、G競技者に対してはフォローします。 

遅刻者は必ずスタート役員に申し出て下さい。行動内容、スタート時刻を指定します。 

       地図上のスタート地点（スタートフラッグ）までは赤白テープ誘導があります。 

 

 

 



■競技中 

   ○施設内は車が通行します。競技中は安全に十分に注意して下さい。（特に道路の走行、横断時） 

   ○公園は一般利用者の方が大勢います。接触事故等に十分に注意して下さい。 

   ○花壇、植込みは立入禁止です。その他地図上で記された立入禁止エリアには入らないで下さい。 

     一般利用者向け「立入禁止」の看板がある林エリアを使用するコースがあります。 

※当日は「オリエンテーリング競技中」の紙など貼るなどして使用可能とします。 

   ○Ｅｃａｒｄは通過履歴が残るようユニットにしっかりとはめ込んで下さい。ペナ判定もしくは電子記録がエラーの場合 

ピンの痕で通過判定をおこないますが、痕跡がない(判断しにくい)場合には失格判定になります。 

   ○Ｅｃａｒｄはしっかりと指に固定して下さい。紛失は失格扱いになります。 

   ○コース内に救護所はありません。会場に救急箱を設置します。 

   ○怪我などで動けない競技者を発見した場合は、直ちに競技を中止し本部に連絡願います。 

   ○池の周辺には細い道路があります。（写真参照） 

  通過、追い越しの際には十分に注意下さい。 

  （上位クラスは利用することが少ないようにコース配慮しています。）   

                                      

                                                                             

 

■フィニッシュ 

 ○ラストコントロールからフィニッシュまではテープ誘導です。 

 ○パンチングフィニッシュとなります。チェック後、そのまま計センの方に向って下さい。 

 ○競技終了時間は１６：３０、フィニッシュ閉鎖時間は１７：００頃とします。 

 ○競技を中断した場合にも必ずフィニッシュを通過して下さい。未通過の場合、遭難者として捜索が実施されます。 

 ○競技後、地図回収を行いません。未出走の方に情報が漏れないようにお願いします。 

 

■速報 

 速報所にて掲示します。  

 

■表彰 

  表彰式は１６：３０頃を予定していますが、状況によって前後します。当日放送により案内します。 

各クラスの順位が確定しだい、表彰を行います。 

各クラス上位３名を表彰する予定です。参加人数が 3名以下のクラスでは 1位のみ表彰します。 

 

■地図販売 

  受付にて対応しますが、当日に地図ははお渡し致しません。後日郵送の形をとります。（余分な紙、インク使用防止のため） 

所定の書類に記入して、費用をお払い下さい。 

また写真に見られるような木製のガード？を 

緑の崖マークで記している個所があります。 

特殊記号 

 



 

■その他 

○スポーツ傷害保険等への加入をお勧めします。自分自身の健康状態を十分考え絶対に無理をしないで下さい。 

○参加者が自分自身、あるいは他にあたえた損害損傷について、主催者は一切責任を持ちません。 

○本プログラムに記載された情報は、予告なく変更される場合があります。変更された場合は、大会ホームページ、 

もしくは大会当日の公式掲示板でお知らせします。 

  ○会場内は禁煙です。火の使用は避けて下さい 

  ○大会結果は後日ＬａｐＣｅｎterにて公表致します。 

  ○ふれあいセンターの大浴場を３００円にて利用できます。 

 

■問合せ 

  三上雅克 Ｅｍａｉｌ： mikami-m＠mx2.fctv.ne.jp 

         携帯： ０９０－５６０７－４３２１ 

 

大会中止の場合、大会前日まではホームページにて公表します。 

当日は三上携帯もしくは生駒山麓公園ふれあいセンター（0743-73-8880）まで問合せ下さい。 

大会中止となった場合に参加費の返金は致しかねます。ご了承ください。 


