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JOA ナビケーションゲームズ 2018   

～「京都歴史探訪シティロゲイニング-幕末・明治維新編-」～ 

 大 会 プ ロ グ ラ ム  

 

明治維新まっただ中の日本、そしてその中心である京都はまさに歴史が動いた激動の地であった・・・ 

現代日本の礎となった約 150年前に起こった明治維新。 

京都はその舞台の中心であり、現在でもその歴史を感じられる場所が数多くあります。ロゲイニングを通じて 

幕末の息吹を感じませんか？ 

 

主  催： 朱雀オリエンテーリングクラブ 

後  援： 京都府オリエンテーリング協会 

協  力：   京都大学オリエンテーリングクラブ 

協    賛： 

 

 

期  日： 平成 31（2019）年 2 月 10 日（日曜日） 雨天決行・荒天中止 

  ※大雪などの荒天の場合、当日朝 7 時までに大会ウェブサイト等を用いて開催可否を連絡します。 

集合場所・会場：京都大学吉田南キャンパス 吉田南 4 号館 

大会種目： 京都市内指定範囲でのロゲイニング競技 

競技時間： 5 時間の部／3 時間の部 

  クラス： 男子／女子／男女混合／家族（小学生を含む）  
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必携品： 受付票（案内はがき）、時計、携帯電話（緊急連絡用）、撮影用デジカメまたは携帯電話   

当日配布物： 地図、ビニール袋、チェックポイント一覧表・解説 （全て 1 人 1 部ずつ） 

任意携行品： コンパス（貸し出しあり、保証金￥2,000）、給水、昼食 

  ■大会当日の流れについて                                                

 

  大 会 受 付   ・・・地図等の配布を行います。各チームは受付票(案内はがき)を持ち受付をして下さい。 

   ↓     ※ 指定の地図開封時間前に地図を見ることは禁止とします。 

             違反したチームは失格となります。 

  開 会 式   ・・・ 競技説明や注意事項のレクチャーを行います。 

   ↓   必ず参加をお願いします。 

  競 技 中   ・・・ 各チーム、ルールに則ってチェックポイントを巡り競技をお楽しみください。 

   ↓ 

  競 技 終 了  ・・・ 3 時間の部は 13:30、5 時間の部は 15:30 までに会場まで帰還してください。 

   ↓        ※ 帰還後、チェックカードは速やかに提出して下さい。 

  表彰式・閉会式  ・・・ 成績を集計し順位を発表します。各クラス上位 3 チームを表彰します。 

 

 

■大会当日タイムスケジュール                                                

平成 31（2019 年）2 月 10 日（日曜日） 

09:10 

09:30 

10:05 

10:15 

10:30 

13:30 

14:15 

15:30 

16:15 

17:00 

開場 

受付開始 

開会式・競技説明 

地図開封及び作戦タイム 

競技開始 

3 時間の部 競技終了時刻 

3 時間の部 表彰式 

5 時間の部 競技終了時刻 

5 時間の部 表彰式・閉会式 

会場閉場 

 

 

■事前準備・携行品について                                                    

 

 

 

 

※受付票（案内はがき）は事前にチーム代表者宛に送付します。当日受付までお持ちください。 

※コンパス（方位磁針）は、使い方を覚えると、今回の大会のみならずオリエンテーリング・トレッキング・

登山などに非常に便利なツールとなります。希望者には受付時に貸し出しを行います。また、希望者には会場

にて簡単なレクチャーを行います。 

※必携品以外の携行品や、競技中の各種電子端末等の使用には特に制限を設けません。 

※2 月の京都は非常に寒くなることが予想されます。十分に防寒に留意した格好、また動きやすい格好でご参

加ください。（参考として競技中の服装例の写真を掲載） 
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・当日配布物例 （地図とチェックポイント一覧表）        ・競技中の服装例 

  

 

 

 

 

 

 

使用地図： 国土地理院発行電子地形図をベースとした地図に適宜、追加・修正を加えたもの 

  A3 サイズ×1 枚、縮尺 1：30,000 

 

■会場・交通情報                                                           

大会会場： 京都大学吉田南キャンパス・吉田南 4 号館 

交通アクセス：  

  バス  京都市バス 31・65・201・206 系統「近衛通」下車、徒歩 5 分 

京阪列車 京阪出町柳駅下車、徒歩 15 分 

自家用車 会場には参加者用の駐車場はございません。お車にてご来場の方は、 

各自で一般のコインパーキングをご利用ください。 

会場付近地図： 

   

 

会場見取り図： 

 会場兼荷物置場兼男女更衣室、ならびに女性専用の更衣室 

を設けます。競技中は競技に使用しない荷物を更衣室に置くことが 

できます。大会参加者専用のスペースとしますが、貴重品については 

各自管理をお願いします。 

 競技のスタート／ゴール地点は建物から出てすぐの屋外に設定します。 

京都大学 
吉田南キャンパス 

吉田南四号館(会場) 
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●制限時間内に地図に記載のチェックポイントを好きな順・行き方で廻り、各チェックポイントにおいて

見本と同じアングルにて写真を撮影してください。 

フィニッシュではメンバー全員集合後、備え付けの時計でフィニッシュ時刻の撮影をしてください。 

なお、フィニッシュは時計のみの撮影で構いません。 

●フィニッシュを除く撮影写真には、撮影者以外のチームメンバー全員が写り込むようにしてください。 

●各チェックポイントの横に記載された数字がそのチェックポイントにおける得点になります。場所に 

よって異なる得点が割り振られていますので、廻り方は各チームの重要な戦略の一つになります。競技時

間内に獲得した合計得点によってチームの成績が争われます。 

●競技中、チームメンバーは必ず一緒に行動してください。別行動で手分けして競技することは禁止です。 

●制限時間までに必ず会場まで帰還し、受付にて帰還チェックを受けてください。時間内に会場に帰還で

きない場合、1 分につき 50 点の減点となります。注意してください。 

●3 時間の部でのみ、市バス・京都バスの利用を可とします。5 時間の部では利用できません。 

 （5 時間の部参加チームが利用した場合、該当チームは失格となります。） 

■競技情報・ルール                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★バス利用について(3 時間の部のみ)★ 

本大会では 3 時間の部でのみバスを利用可としました。バスを使って一気に遠くまで行くのか？ 自力で近

場のチェックポイントを走り切るのか？ チームの戦略を立てる上での大きなポイントとなります。 

ただし、観光地がゆえに路線によっては非常に混雑することもあり、またダイヤ通りに運行時間していると

は限りません。バス利用の結果、制限時間オーバーとなっても減点対象となりますので時間管理にはご注意く

ださい。 

●京都市バス一日乗車券について： http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000028337.html 

●京都市バス路線図：  http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/cmsfiles/contents/0000019/19770/omote0215.pdf 

●京都市バス接近情報（ポケロケ）： http://www2.city.kyoto.lg.jp/kotsu/blssmart/index.html 

 

・クラスと参加チーム数 

クラス 5 時間の部 3 時間の部 

男子 11 13 

女子 12 9 

男女混合 24 13 

家族 7 3 

 

★チェックポイント撮影写真逐次アップロードシステムについて★ 

本大会では、参加者の利便性、ならびにゴール後のスムーズな大会運営推進のため、LINE＠によるチェッ

クポイント撮影写真の逐次アップロードシステムを運用します。これは、大会用の LINE@アカウントにチェ

ックポイントでの撮影写真を逐次投稿することで、競技中からリアルタイムでチェックポイントの写真照合を

行い、競技終了後の作業の簡略化を目的としたものです。 

本サービスの趣旨をご理解いただき利用を希望される方は、本プログラム最終ページの詳細説明をご一読の

上、事前に登録をお願いいたします。 

※各部門（3 時間の部／5 時間の部）10 チーム以上の登録がある場合、1 時間ごとに成績速報を送信します。 

 

 

http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000028337.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/cmsfiles/contents/0000019/19770/omote0215.pdf
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■競技後の得点集計について                                                 

競技終了後は、各チーム自己集計による合計得点の申告を行っていただきます。ゴール後、受付にて受け取

った集計用紙に各チームの取得ポイント、ならびに合計得点を記入し、受付まで提出してください。その際、

チェックポイントの写真照合を行います。 

 

■表彰について                                                             

本大会単独の表彰として、各クラス・競技時間それぞれ 3 位までを表彰し、賞状・ならびに賞品を授与し

ます。表彰式は 3 時間の部： 14:15～、5 時間の部： 16:15～ より行います。（3 時間の部に個人(ソロ)

参加のチームは表彰対象外となります。） 

※上記の文を削除します。3 時間の部に個人(ソロ)参加の方も表彰対象となります。カテゴリーについては、

3 時間の部男子・3 時間の部女子に統一し、「個人(ソロ)の部」のような特別なものは設けません。 

 

また、5 時間の部の表彰式の後に引き続き、JOA ナビゲーションゲームズ 2018 の年間総合成績発表・な

らびに表彰式も実施します。 

 

■その他                                                                    

・人通りの多い街中での競技となりますので、交通法規を遵守し、一般の方の往来を優先して安全に十分留意

していただくようお願いします。法令違反は失格とします。 

・各自の責任において健康管理を十分におこない、体調には万全の配慮をした上でご参加ください。また、 

万一体調などに異常が生じた場合は、すみやかに競技を中止してください。 

・競技中の怪我等については、応急処置とレクレーション保険の補償の範囲内で対応させていただきます。 

それらの範囲を超えての対応、責務は負いません。 

・競技中に不測の事態が生じた場合には、運営スタッフ側から参加者の皆様に連絡を入れる場合があります。

受付時に登録した携帯電話番号(緊急連絡先)は通話可能な状態にしておいてください。また、参加者からの緊

急連絡は、下記連絡先までお願いします。 

・やむを得ずエントリーメンバーに変更が生じた場合、速やかに問い合わせ先まで連絡願います。 

 

■各種お問い合わせ先・リンク先                                               

・大会当日の緊急電話連絡先（当日のみ）： 大会実行委員長 金谷（かなや） 090-9630-6566  

・E メール： 木俣 順 (本大会広報担当)  kimata_j@yahoo.co.jp 

・大会 URL：http://www.suzaku-ok.sakura.ne.jp/competition/2018Roga/suzakuroga2018.html 

・大会 facebook ページ： https://www.facebook.com/kyotocityrogaining/ 

・JOA ナビゲーションゲームズ 2018：  http://www.orienteering.or.jp/ng/2018/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/kyotocityrogaining/
http://www.orienteering.or.jp/ng/2018/
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■チェックポイント撮影写真逐次アップロードシステムについて  （任意）      

 

今回、参加者の利便性、ならびにゴール後のスムーズな大会運営推進のため、LINE＠によるチェックポイ

ント撮影写真の逐次アップロードシステムを運用します。これは、大会用の LINE@アカウントにチェックポ

イントでの撮影写真を逐次投稿することで、競技中からリアルタイムでチェックポイントの写真照合を行い、

競技終了後の作業の簡略化を目的としたものです。 

本サービスの趣旨をご理解いただき利用を希望される方は、下記をご一読の上、登録をお願いいたします。 

 

 

[サービスの内容] 

・Line＠アカウントにチェックポイントの写真を送付いただくことで、通過チェックポイントを競技中リア

ルタイムで登録・確認いたします。 

・写真の送付を受け付けた時点で運営者から受付完了の連絡をしますが、チェックポイントの合否の判定結果

は連絡いたしません。（サービス非使用チームとの競技上の公平性確保のため） 

・本サービスを利用し通過が確認されたチェックポイントは、ゴール後配布する集計用紙に登録済チェックポ

イントとして記載し、提出時の写真照合を省略できます。 

・各部門（3 時間の部／5 時間の部）10 チーム以上の登録がある場合、1 時間ごとに成績速報を送信します。 

 

 

[アカウント登録] 

・右の QR コードを読み取ってアカウント「京都シティロゲイニング」を登録

し、トークにて「チーム名」と「参加者氏名」を送ってください。 

・運営者からの登録完了のご連絡をもってアカウント登録完了となります。 

・大会当日の追加アカウント登録も可能です。 

 

 

 

[プライバシー・セキュリティポリシー] 

・取得したアカウントは本大会の運営のみに用い、大会終了後個人データは速やかに破棄することとします。 

・本アカウントに登録することで、他の参加者に Line アカウントが知られることはありません。 

・本サービスを利用した際のセキュリティについては通常の Line@及び Line 使用に準じます。 

 

 

[注意事項] 

・使用には携帯電話での写真撮影、また準備のため事前のアカウント登録が必要となるため、利用は任意のサ

ービスとなります。本サービスを利用せず、デジカメによる撮影、また全てゴール後の写真照合でも参加者が

不利益を被ることは全くありません。 

・Line での質問や緊急時の連絡は受け付けかねます。写真送付以外のご連絡は問い合わせ先にお願いします。 

・本サービスの利用中または利用後に何らかの問題が発生した場合は問い合わせ先にご連絡をお願いします。 

 

京都シティロゲイニング

2019 

@ksx0051a 

 


