
第 4 回京都里山トレイルラン大会  プログラム 
※第 3 回大会に参加された皆様へ※ 

 基本的な事項は前回と同様です。主な変更点を青字で記載しておりますので、ご確認ください。 

【タイムテーブル】 

10:00～12:30 受付 

12:00～13:00 スタート 

16:30        フィニッシュ閉鎖 

【会場】 

・受付場所は皇子が丘公園内広場です。 

・下記の地図または http://goo.gl/maps/8wGBL を参考に、時間に余裕を持ってお越しください。 

・トイレは会場内にあります。 

＜公共交通機関＞  

� JR 湖西線 大津京駅下車

徒歩 5 分 

� 京阪石山坂本線 皇子山駅

下車徒歩 3 分 

（公園入口より会場まで看板

による誘導を設置いたします。） 

 

＜自家用車＞ 

� 名神自動車道 京都東 ICよ

り約 10 分 西大津バイパス

皇子山ランプを降りてすぐ 

（地図に示す会場北東側の

駐車場をご利用ください） 

 

【受付】9:00～12:30 

・このプログラムをお送りしているメール本文、もしくは本プログラムからご自分のゼッケン番号を確認の上、受付ま

で持参ください。配布物をお渡しします。配布物は以下の 4 点です。 

� 地図 

� 地図入れ用ビニール 

� ゼッケン 

� 安全ピン 

� 通過証明用電子チップ（SI カード） 

・地図は、国土地理院発行 1:25000 地形図をもとに修正を施したものを使用します。磁北線が記入済みです。 



・女子更衣用テントを会場内に設営いたします。 

・貸し出し用方位磁石を若干数用意しております。ご希望の方は受付までお越しください。貸出料は無料ですが、

保証金として 2000 円をお預かりいたします。 

 

【オリエンテーリング大会について】10:00～11:00 

・オリエンテーリング大会に申し込みの方は、9:50 までにまでにまでにまでに来場来場来場来場しししし、、、、受付受付受付受付をおをおをおをお済済済済ませくださいませくださいませくださいませください。。。。 

・当日参加も受け付けております。当日参加の場合、参加費は 1000 円です。 

・10:00 より初心者説明会を本部近くにて開催いたしますのでお越しください。 

・初心者説明会が終わり次第、好きな時刻にスタートで出走していただけます。 

・申込いただいた方のリストを巻末に記載しております。ご確認ください。 

 

【スタート】12:00～13:00 

・スタートは、会場内です。 

・ご自分のスタート時刻が近づいたら、走れる服装に着替え、下記のものを持参の上、スタート地区までお越しくだ

さい。 

� 地図（ビニールに封入の上） 

� ゼッケン（上半身の見えやすい場所に着用） 

� 水・食料・貴重品等のその他携行品 

� SI カード 

 

・スタート時刻の 3 分前になりましたら、役員（右図の

点呼係）が招集いたします。 

・役員によるチェックを終えましたら、スタート枠最後

尾の 3 分前枠にお入りください。 

・1 分ごとに最前列の選手がスタートしますので、そ

れに合わせてひとつ前の枠にお進みください。 

・最前列まで進んだら、役員が再度携行品の確認を

いたします。 

・時間になったらスタートの合図があるので、そのまま

スタートしてください。 

 

・指定されたスタート時刻に間に合わなかった選手

は、遅刻枠に入り、最前列にお越しください。係員の指示に従って、スタートしていただきます。 

・スタート閉鎖時刻は 13:00 です。この時刻以降のスタートは出来ませんので、あしからずご了承ください。 



【競技中】 

・誘導方法は上図のとおりです。 

・各目印の見本を、当日会場に設営する予定です。 

・コースの一部に誘導区間があります。また一部に看板による誘導および注意喚起が行われます。 

・エイドステーションはありませんエイドステーションはありませんエイドステーションはありませんエイドステーションはありません。。。。競技中に必要なものは、準備の上携行してください。 



＜＜＜＜SI チップについてチップについてチップについてチップについて＞＞＞＞ 

・本大会では計時および完走の証明のために電子チップ（SI カード）を用います。 

・SIカードは指にはめて使用します。ゴムバンドを用いて紛失しないようご注意ください（紛失時には2000円の弁償

金が必要になります） 

・チェックポイントの一部に SI カードをはめる機械（ステーション）が設置している場所があります。どのチェックポイ

ントにステーションがあるかは、地図上で明示しています。 

・ステーションのあるチェックポイントに来たら SI カードを差し込み、光と音が出ることを確認してください。音が鳴

ればカードに通過情報が記録されます。 

・ゴールで SI カードを回収し、読み取りを行います。 

・会場に見本を設置いたしますので、よくご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               SI カード                               SI カードをステーションに差し込む 

 

＜＜＜＜20km コースについてコースについてコースについてコースについて＞＞＞＞ 

・20km コースは、10km コースを 2 周回します。会場内にゴールへ向かう 2周回目に向かう分岐があります。看板

に従ってお進みください。 

・15:00以降以降以降以降はははは 2周回目周回目周回目周回目にににに向向向向かうことはかうことはかうことはかうことは出来出来出来出来ませんませんませんません。。。。そのままゴールへ向かってください。 

 

【フィニッシュ】 

・フィニッシュは会場内です。 

・フィニッシュラインを超えた時刻がゴール時刻となります。 

・途中棄権途中棄権途中棄権途中棄権されるされるされるされる場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、必必必必ずフィニッシュをずフィニッシュをずフィニッシュをずフィニッシュを通過通過通過通過しししし、、、、役員に棄権である旨申告してください。フィニッシュ閉鎖

時刻は 16:30 です。レース途中であっても、この時刻までには必ずフィニッシュを通過してください。棄権される

場合も同様です。16:30 を超えてフィニッシュを通過していない選手は、捜索の対象となります。 

 

【速報】 

・随時速報を掲示予定です。 

・速報の内容に疑義がある場合は、遠慮なく受付役員までご申告ください。 



・表彰式は行いません。 

・成績は、後日ホームページに掲載いたします。 

 

【注意事項】 

・荷物の預かり等は主催者側では行いません。貴重品はザックなどに入れ、携行して出走することをお勧めいたし

ます。盗難の被害につきまして、主催者側は一切その責任を負いかねます。 

・スポーツ傷害保険には加入しておりません。本大会に起因する怪我・疾病に関しましては全て自己責任となりま

すので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

・ごみは各自でお持ち帰りください。 

・本大会は雨天決行です。荒天時は中止の連絡をホームページと E-mail にてご連絡いたします。 

 

【問合せ先】 

E-mail: kyoto.olc.entry@gmail.com 

TEL: 090-8341-6925 

西村徳真（京都府オリエンテーリング協会、NishiPRO） 

 



【スタートリスト】 

＜20km クラス＞ ＜10km クラス＞

ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン スタートスタートスタートスタート時刻時刻時刻時刻 氏名氏名氏名氏名 

2008 12:00 牧野 光則 

2010 12:00 清水 真行 

2026 12:01 山崎 健 

2035 12:01 半田 淳一 

2040 12:02 濱野 和久 

2051 12:02 岡本 敏郎 

2062 12:03 植木 孝雄 

2078 12:03 酒井 直子 

2088 12:04 武内 満男 

2092 12:04 仲井 秋雄 

2101 12:05 杉山 潔志 

2117 12:05 石飛 竜 

2123 12:06 伊藤 博子 

2136 12:06 長坂 基史 

2146 12:07 落 克己 

2150 12:07 有田 康宏 

2164 12:08 山添 哲司 

2174 12:08 木村 敬 

2183 12:09 今村 彰 

2194 12:09 片山裕典 

2207 12:10 後藤 陽一 

2211 12:10 山村 是人 

2225 12:11 谷口 聡 

2233 12:11 小槻 浩史 

2240 12:12 鶴田 翔一 

2251 12:12 北田 晃久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン スタートスタートスタートスタート時刻時刻時刻時刻 氏名氏名氏名氏名 

1014 12:13 寺島 里実 

1023 12:13 新徳 友紀子 

1030 12:14 河崎 千里 

1044 12:14 高木 輝美 

1057 12:15 角野 陽祐 

1064 12:15 角野 勝 

1079 12:16 横内 若香 

1084 12:16 杉原 佳代子 

1094 12:17 平尾 佐和子 

1102 12:17 磯村 裕司 

1115 12:18 高橋 尚子 

1129 12:18 三原 学 

1138 12:19 橋本 綾 

1146 12:19 川田 稔 

1156 12:20 黒田 賢一 

1161 12:20 黒田 幸子 

1170 12:21 山浦 裕 

1182 12:21 城戸 美穂子 

1198 12:22 秋房 麻理 

1209 12:22 小野田 治 

1217 12:23 齋藤 正裕 

1228 12:23 鹿野 勘次 

1232 12:24 高居 彰彦 

1241 12:24 山本 哲郎 

1250 12:25 坂元 香世子 

1268 12:25 生川 晴美 

1278 12:26 前田 幹 

1285 12:26 前田 こずえ 

1299 12:27 長瀬 朋子 

1304 12:27 青木 靖仁 

1312 12:28 仲上 卓 

1328 12:29 端山 雅文 

1335 12:29 堀 喜代造 

1345 12:30 田中 希世子 



ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン スタートスタートスタートスタート時刻時刻時刻時刻 氏名氏名氏名氏名 

1353 12:30 曽根 明美 

1369 12:31 橋内 和雄 

1377 12:32 奥 幸弘 

1383 12:32 長濃 篤史 

1397 12:33 巖 正知 

1406 12:33 馬渕 慎太郎 

1410 12:34 安田 智子 

1420 12:34 橋本 英明 

1434 12:35 徳丸 正孝 

1448 12:35 道城 達 

1459 12:36 清水 克則 

1468 12:36 大内 一倉 

1470 12:37 本井 淳 

1487 12:38 相良 悠 

1494 12:38 栗川 拓也 

1508 12:39 福澤 淳 

1514 12:40 井上 善一 

1522 12:40 出田 裕子 

1531 12:41 野矢 恭子 

1547 12:41 高柳 真理 

1550 12:42 板谷 智史 

1568 12:42 高柳 圭介 

1577 12:43 杉浦 正夫 

1588 12:43 市脇翔平 

1596 12:44 板谷 祐樹 

1603 12:44 河崎 節 

1618 12:45 井川 麻由美 

1621 12:45 古村尭大 

1630 12:46 橋本 泰子 

1643 12:46 吉野 信治 

1652 12:47 長田 知子 

1662 12:47 西田 伸一 

1679 12:48 長田 晃奈 

1685 12:48 永瀬 真一 

1690 12:49 渡邊 俊介 

1709 12:49 板谷 日出男 

1713  12:50 岡部幸樹 

1721  12:50 加賀威浩 

＜オリエンテーリング大会参加者リスト＞ 

牧野 光則 

長坂 基史 

谷口 聡 

秋房 麻理 

生川 晴美 

巖 正知 

徳丸 正孝 

道城 達 

福澤 淳 

 


