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サンキュー杯 

〜探せ、この世の全てをここに置いてきた〜 
 

【 プログラム 】 
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三重県伊賀市柘植町・下柘植 開催 
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1．実行委員長あいさつ 

 

昨今はオリエンテーリングに関わる学生にとって、苦しい時期が続いています。多くの大

会が中止となり、活動を制限されることもあったと思います。そんな中、無事本大会が開催

できる運びとなったことを嬉しく思います。この大会がみなさまのオリエンテーリングを

楽しむ一つの機会となれば幸いです。 

 

京大・京女 39期と、広大 4期のOB・OG一同、斬新なコース・楽しい企画を用意して

みなさまを待ちしております。 

 

最後になりましたが、私たちに関わってくださったすべての先輩方、後輩方、地域クラブ

の皆様方に感謝の気持ちを伝えたいと思います。 サンキュー！！！！ 

 

実行委員長 河合郁弥 

 

 

 

 

 

 

2．概要 

 

開催日  2021 年 3 月 21 日(日) 雨天決行・荒天中止 

 

開催地  三重県伊賀市柘植町・下柘植 

 

会場  霊山寺駐車場（青空会場） 

 

主催  KUOLC OBOG 

KWUOLC OG 

HUOLC OB 

 

役員  実行委員長   河合郁弥 

運営責任者   篠原幹博 

競技責任者   土屋祐太朗 

コース設定者  徳地研人 
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３．タイムテーブル 

 

9:00   開場 

9:15～10:00  当日申し込み受付(地図が無くなり次第終了)、当日支払い開始 

10:00    午前の部スタート 

12:00    午前の部表彰・地図販売開始 

12:40     午前の部ゴール閉鎖 

13:15   トレジャーO 競技説明 

13:30   トレジャーO スタート 

14:45    トレジャーO 結果発表 

16:00    会場閉鎖 

 

 

４．交通手段 

 

自家用車でお越しの場合（会場に駐車可能） 

名阪国道「上柘植」/「伊賀」ICより約 10分 

 

公共交通機関でお越しの場合 

JR 関西本線「柘植」駅より徒歩約 1時間 

 



 

5 

 

５．会場 

 

 会場は、霊山寺駐車場 の青空会場です。雨天の場合は各自で対策を行って下さい。 

 

 

駐車場 

 場所に余裕がありません。できるだけ詰めて駐車して下さい。 

 

公式掲示板 

 競技に関する情報、変更点等をお知らせします。当日スタート前に必ず掲示内容をご確認

ください。 

 

お手洗い 

 会場から東に向かって階段を登った先にあります。 

 

女子更衣室 

 簡易テントを用意します。 
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ウォーミングアップ 

ウォーミングアップエリアは設けません。各自、誘導区間等で安全に十分注意してウォー

ミングアップを行って下さい。 

 

アクティベート 

 会場とスタート地区にアクティベートユニットを設置します。出走前に必ず E カードの動

作確認を行ってください。 

 

救護所 

 ご利用の際は係員にお申し付けください。 

 

 

６．受付・申し込み 

 

当日申し込み受付 (9:15～10:00) 

 当日申し込み用紙に必要事項を記入後、受付に提出し参加費をお支払いください。その場

で E カード、バックアップラベルをお渡しします。当日申し込み者用の地図の枚数には限

りがあります。地図が無くなった場合は、10:00 より早く当日申し込みを締め切ることが

あります。ご了承ください。 

 

当日申し込み参加費 

 

・学生とは、大学、大学院等の高等教育を受けている者、専修学校あるいは各種学校での教

育を受けている者を指します。 

・レンタル E カードを紛失・破損させた場合、実費 5000円を頂きます。 

・ご持参の E カードもご使用いただけます。 

 

E カードレンタル 

事前申し込みの方で、マイ E カードを忘れた場合は、受付にて 1 枚 300 円でレンタル

できます。レンタルした E カードを紛失・破損させた場合、実費 5000円を頂きます。 

 

 

 

 

区分 社会人 大学(院)生 新入生・高校生以下 Eカードレンタル

当日申し込み 1500円 1200円 800円 　＋300円
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コンパスの貸し出し 

受付でコンパスの貸し出しを行います。その際、保証金として 3000円をお預かりしま

す。競技終了後、コンパスと引き換えに保証金をお返しします。ただし、コンパスを破損さ

れた場合は返金いたしかねます。 

 

地図販売 

12 時から地図販売を開始します。全コントロール図を 500 円、最強コース図を 400

円で販売します。 

 

注意事項 

 徴収ミス防止、密回避のために、参加費などのお金はお釣りのないようにご用意くださ

い。 

 

 

７．競技情報 

 

地図情報 

 「霊山」 2017 年 NishiPRO・京大 OLC・京女 OLC 作成 (ISOM2017 準拠) 

 縮尺 1：10000 等高線間隔 5m 走行可能度 4 段階表示 2021年一部修正 

 

特殊記号 

：炭焼き窯跡 

：檻 

 

競技形式 

午前：ポイントオリエンテーリング 

午後：トレジャーO 

 

計時方法 

EMIT 社製電子パンチングシステム(E-card)を使用 

 

テレインプロフィール 

本テレインは布引山地北端である霊山の北西山麓に位置します。競技エリア内は概して

緩やかな片斜面であり、地形的特徴物は少ないです。植生は大部分が人工林であるため見通

しがよく走行可能度が高いですが、倒木が多いエリアや藪の発達したエリアも存在します。 

(第 22回京大京女大会より引用) 
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競技情報の変更について 

 このプログラムに記載されている競技情報は、当日までに予告なしに変更されることが

あります。出走前には必ず公式掲示板をご確認ください。 

 

 

７-１-１．午前の部：ポイントオリエンテーリング 競技情報 

 

コース情報 

 

・競技時間は全クラス 90分です。 

・最強とプロの男女上位 3名、アマチュアの男女上位 1名を表彰します。 

 

コースプロフィール 

最強…CPが”全力で”組んだコースです。最強にして最狂にして最恐にして最凶。曰く「僕

の４年間を詰められるだけ詰め込んだ」だとか。デフをよく見て本体を探しましょう。 

注意：・一部エリアが欠けたり、時をかけたりしています。 

・ポストが分身している可能性があります。 

 

プロ…CPが“真面目に”組んだコースです。少しだけお遊びレッグも組んだものの、アッ

プをなるべく減らして快適なオリエンテーリング環境を用意しました。良くも悪く

も無難なコースなので、いつも通りの気持ちで臨んでもらいたいです。 

 

アマチュア…CP が“優しく”組んだコースです。初心者コースゆえ無難に攻めても回れま

すが、少し強引に攻めることもできます。ただし、なんとなくではポストは見

つからないため、ゆっくりでも地図を読んでいくことをお勧めします。 

 

その他注意事項 

・競技規則には準拠しません。広い心でお楽しみください。 

 

 

 

 

クラス 距離 登高 優勝設定時間

最強 3.9㎞ 165m 30分

プロ 3.3㎞ 130m 30分

アマチュア 2.0㎞ 70m 20分
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７-１-2．午前の部：ポイントオリエンテーリング 競技の流れ 

 

競技前 

・スタート地区までは青色テープ誘導、徒歩 10分です。 

・誘導の途中で競技エリアを横断します。お気をつけください。 

・スタート地区から会場までの防寒具輸送は行いません。 

・スタート地区には給水所を用意しております。また、ごみ袋を用意しておりますので各自

で持参した補給食等のごみを捨てることができます。  

 

スタート地区レイアウト 

 

 

スタート 3分前枠 

係員が E カード番号を確認します。確認が終わった方から所定のレーンの 3分前枠にお

入りください。1分間隔のチャイマーが鳴り次第、次の枠に進んでください。  

印刷された地図に記載されていない地図修正等がある場合は、この枠にて確認すること

が出来ます。 

 

スタート 2分前枠  

コントロール位置説明表がありますので、必要な方はご自分のクラスのものをお間違い

の無いようお取りください。 
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スタート 1分前枠 

係員がスタート方法の指示や地図のクラス等各種確認を行います。スタート 10 秒前に

なりましたら、E カードをスタートユニットにセットしてそのままお待ちください。地図は

係員が地面に置きます。出走の際はスタートの合図とともに地図を取って出走してくださ

い。スタートからスタートコントロールまでは赤白テープ誘導です。 

 

遅刻枠  

スタート時刻に間に合わず、遅刻した場合はその旨を係員にお伝えください。レーン 2の

プロ・アマチュア出場者の出走後、出走できます。なお、遅刻者の記録は予め指定されたス

タート時刻から算出することとします。ただし、定められたスタート閉鎖時刻以降は出走で

きません。また、正規時刻でスタートする選手に影響を及ぼすタイミングでのスタートは認

められませんので、必ず係員の指示に従ってください。 

 

競技中の注意 

・地図に表記されている立ち入り禁止区域には侵入しないでください。 

・耕作地は獣害電気柵があります。注意して下さい。 

・競技中に傷病者を発見した場合は、速やかに近くの係員までその旨をお伝え下さい。傷病

者の救護は自身の競技よりも優先させてください。 

・競技時間内に完走できないと判断した場合や、競技をリタイアする場合は速やかにフィニ

ッシュ地区へ向かってください。 

 

フィニッシュ 

・競技時間内にフィニッシュを通過しなかった場合、失格となります。途中棄権する場合も

フィニッシュを通過してください。 

・競技の途中であっても、フィニッシュ閉鎖時刻の 12:40までにはフィニッシュを通過し

てください。フィニッシュ閉鎖時刻経過後にフィニッシュの通過が確認されない場合、捜索

の対象となります。万が一フィニッシュを通過せずに会場等に戻られた場合はその旨を係

員までお伝えください。 

・ラストコントロールからフィニッシュまでは赤白テープ誘導、パンチングフィニッシュで

す。 

・フィニッシュ後は必ず、計算センターへお越しください。 

・レンタルした E カード・コンパスは午後の部でも使用します。午後の部に参加されない

方のみ、レンタルした Eカード・コンパスの返却をお願いします。 
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競技後 

・本大会では調査依頼を受け付けません。ご了承ください。 

・成績は大会後に Lap Centerに掲載します。成績郵送は行いませんのでご了承願います。 

 

 

７-2-１．午後の部：トレジャーO 競技情報 

 

ストーリー 

～探せ、この世の全てをここに置いてきた～ 

最強の男である実行委員長 K.F.氏のこの一言によりすべてが始まった。 

 

―――――――――― 

弦仁年間、霊山にさる神ゐたりき。その神は酒々の実を食はば、全身べろべろ人間となりて、

この世の力ならざるほどの力を持つと言はれたり。その神の力狙ひて盗賊が霊山寺に来た

り。村人は天下を守るため、霊山寺に神封印し、霊山の各地に封印を解くお札、酒々の実を

隠しける。天下の全てを操るべしとさする全身べろべろ人間。この密事はさらに人に知るま

じきものなれ。代々K一門にばかり語り継がれ守られきたり。 

―――――――――― 

 

時は進み令和 3年、SARA-Cov-2により世界は暗黒の闇へと包まれていた。 

人々は神の加護を乞うて、ここ霊山寺に集まってきた。が、人々の祈り虚しく、SARA-Cov-

2は現在もなお猛威を振るっている。 

奪われた日常、某当局からの厳しい規制についに耐えかねた人々は、SARA-Cov-2 と闘

う決意をした。 

決起集会の日、お酒に酔ったK.Ｆ.氏は人々の前でこれらの秘密をこぼしてしまう。 

 

 

『神の封印を解き、酒々の実を与えれば、全身べろべろ人間が復活する。その時この世の全

てが暴かれる。』 

～探せ、この世の全てをここに置いてきた～ 

 

さぁ、この霊山を駆け回り、世界の闇を切り開け！ 

 

＊お酒はほどほどにしましょう 
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トレジャーOとは？ 

        ↓マップは以前実際に使用したもの 

・大きめの円が書いてあり、その中のどこかにポストがあります。 

・コントロール位置としてデフ記号は記載します。 

→つまり、デフ記号のヒントをもとにポストを探し出してください 

※（普段置かないところに置く場合もあるため）デフ記号には JSCDの逸脱がありますが、

見ればわかるはずです。（cf.上記の地図） 

・その他基本的ルールはスコア Oと全く同じです。 

 

点数について 

 ポスト番号の下 2桁が得点になります。30秒遅刻するごとに 50点減点します。 

 

コース情報 

 

・各クラス上位 3名を表彰します。 

 

コースプロフィール 

 様々なデフを使い、霊山を堪能できるコースとなっています。デフに関する知識、ルック

アップ、ポストの霊圧を感じ取る力などなどが問われる可能性が高いかもしれません。動く

ポストも存在しますので、運を味方につけ、探してみてください。 

 

 

クラス 競技時間

MA 45分

WA 45分



 

13 

 

その他注意事項 

・競技規則を無視している事項があります。広い心でお楽しみください。 

・競技規則を無視しているであろう隣ポがあります。ぺナにはご注意ください。 

 

 

７-2-2．午後の部：トレジャーO 競技の流れ 

 

競技前 

・コロナ感染症対策として、トレジャーO のスタート時の詳細と注意点は前日に公式掲示

板としてホームページに掲載します。各自ご確認をお願いします。 

・トレジャーO 開始 15 分前に地図配布・競技説明を行います。開始 10 分前から各自ア

クティベートをし、スタート付近に集合して下さい。 

・地図ビニ―ル・Eカードは午前レースと同じものを使ってください。 

 

競技中の注意 

・地図に表記されている立ち入り禁止区域には侵入しないでください。 

・耕作地は獣害電気柵があります。注意して下さい。 

・競技中に傷病者を発見した場合は、速やかに近くの係員までその旨をお伝え下さい。傷病

者の救護は自身の競技よりも優先させてください。 

・競技時間内に完走できないと判断した場合や、競技をリタイアする場合は速やかにフィニ

ッシュ地区へ向かってください。 

 

フィニッシュ 

・競技時間内にフィニッシュを通過しなかった場合、一定時間ごとに減点となります。 

・途中棄権する場合もフィニッシュを通過してください。 

・フィニッシュ閉鎖時刻の 14:30までにはフィニッシュを通過してください。フィニッシ

ュ閉鎖時刻経過後にフィニッシュの通過が確認されない場合、捜索の対象となります。万が

一フィニッシュを通過せずに会場等に戻られた場合はその旨を係員までお伝えください。 

・フィニッシュ後は必ず、計算センターへお越しください。レンタルした E カード・コン

パスは返却をお願いします。 

・フィニッシュの混雑が予想されますが、混雑が原因で競技時間をオーバーした場合も減点

の対象となります。 

 

競技後 

・解説をウェブサイト上で後日公開します。 
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８．諸注意 

 

・競技のための服装には肌の露出しないものを推奨します。ただし、公序良俗に反した服装

での出走は認めません。 

・金属ピン付きシューズの使用は制限いたしません。 

・大会当日、降水のある場合でもほとんどの場合で大会を決行します。大会の開催に大きな

支障をきたす事象が発生したと判断された場合、大会を中止し、ウェブサイト上で通知しま

す。また、中止の場合も参加費の返金は致しかねますのでご了承ください。 

・本要項の情報は予告なしに変更する場合があります。ウェブサイト上で情報を随時掲載し

ますのでご確認ください。 

・本大会では役員がテレイン内や会場にて撮影を行い、撮影した写真は本大会の記録や、オ

リエンテーリングの普及・広報活動のため利用させていただく場合があります。写真の利用

について疑問点・要望があればエントリーシートの備考欄にその旨を記載するか、大会公式

メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。 

・貴重品の管理は各自でお願いいたします。盗難などについて、主催者側は責任を負いかね

ます。 

・参加者が自分自身あるいは第三者に与えた損害に対し、主催者側は責任を負いかねます。 

・参加者自身で出されたゴミは必ずお持ち帰りください。 

・道路脇の水路に土が入るとダムになり道路に水が流れ出てしまうため、水路に土を落とさ

ない様お願いします。 

・地元の方にご迷惑をかけることになる行動はご遠慮ください。 

当日の体調が優れない場合は自主的に参加を見合わせてください。 

マスクを持参し、会場では必ず着用してください。 

 

 

９．お問い合わせ先 

ご不明な点やご質問がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。 

公式メールアドレス： thanku.gradcomp@gmail.com 
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10．スタッフ一覧 

 

実行委員長    河合郁弥 

運営責任者    篠原幹博 

競技責任者    土屋祐太朗 

コース設定者   徳地研人 

企画責任者 山根萌加 

渉外責任者 太田知也 

申込責任者 藤岡奈々 

会計責任者 亀家貴志 

HP責任者 豊永雄郎 

要項責任者 角谷侑香 

備品責任者 湯山太智 

SNS担当者 古池将樹 

 

スタート 

 時森きみか 角谷侑香 湯山太智 

フィニッシュ 

 藤澤はる那 古池将樹 山内優太 

受付 

 増田雅子 太田知也 藤岡奈々 三家本雄貴 

会場 

 佐々木駿輔 鵜飼あや乃 清水慎太郎 

誘導 

 丸山ゆう 亀家貴志 豊永雄郎 

計セン 

 山﨑星雅 徳地研人 


