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第 42 回全日本オリエンテーリング大会併設 

 
 

 

開催日  平成 28 年 3 月 20 日（日） 

         雨天決行・荒天中止 

会 場  岡崎市中央総合公園 

場 所  岡崎市高隆寺町字峠 1 番地 

主 催   特定非営利活動法人愛知県 

オリエンテーリング協会 

運 営  岡崎オリエンテーリング協会 

 

 

●大会の流れ 

               

1. 交通案内 

＜公共交通機関利用の場合＞ 名鉄バス利用（片道 370円） 

往： 名鉄東岡崎駅（北口）「1番・2番乗り場」「中央総合公園」行きバスで、「中央総合公園」下車 

東岡崎駅発（康生町・岡崎げんき館前経由、所要時間 27分）  8:10  8:40  9:10  9:40     

東岡崎駅発（図書館交流プラザ経由、所要時間約 31分）    7:44  8:34     

復： 「岡崎駅前」行き、または「美合」行き、東岡崎駅まで 

中央総合公園発（美合行き、所要時間約 31分）    12:47  13:47  14:47  15:47  16:46   

中央総合公園発（岡崎駅前行き、所要時間 26分）  12:36  13:36  14:36  15:36  16：36 

 

 

↑(公社)日本オリエンテーリング協会発行の「オリエンテーリ
ング ABC」より転載、加工 

      9：00     会場オープン 

      ～10：30   受付 

※会場からスタートへ約 20分（青テープ誘導） 

         ★スタート時刻はスタートで指定しますので、スタート時間（10：15～11：00）に 

間に合うよう、速やかにスタート地点への移動をお願いします。 

     10：15      スタート開始 

     11：00      スタート閉鎖 

                  ※フィニッシュから会場まで 黄テープ誘導 

     12：30頃    表彰式、地図返却 

     12：30      フィニッシュ閉鎖 

       ★フィニッシュで地図回収し、その後会場に移動し、受付で E カード読み取り、貸出 

コンパス及びビブス返却を行ってください。地図返却は 12時 30分頃です。 
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＜自家用車利用の場合＞  

 

 

 

２．会場案内   

※駐車場内のトラブルは、当方では一切責任を負いかねますのでご了承ください。 
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＜会場レイアウト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場での注意事項 

・総合体育館の開場は、9時です。 

・会場は、全日本オリエンテーリング大会と同じ会場となります。 

・上記会場レイアウトの、「県民ふれあい大会受付」で、受付、フィニッシュ後の Eカード読み取り、ビブス及び 

貸出コンパスの返却、地図返却などここで行いますので、ご注意ください。 

・会場内は土足厳禁です。入口に靴用ビニール袋を用意します。ご利用ください。 

・飲食は、観覧席およびアリーナ外の談話コーナーでお願いします。 

県民ふれあい 
大会 受付 
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  ・貴重品の管理につきましては、運営は一切の責任を負いません。十分に注意してください。   

３．競技 

3.1. 受付（10：30 まで）   

＜参加料》 

クラス 参加料 

初級個人、小中学生組、

家族組、一般組 

事前申込みの方 700 円（グループも 700 円） 

当日申込みの方 1,000 円（グループも 1,000 円） 

＜事前申し込みの方＞ 

・受付で参加料を支払い後、Ｅカード及びビブス（ゼッケン）をお渡しします。 

＜当日申し込みの方＞ 

  ・受付にある参加申込書を記入の上、参加料と共に受付に提出してください。 

  ・Ｅカード及びビブス（ゼッケン）をお渡しします。 

・地図枚数には限りがありますので、当日参加の場合、参加できない可能性があります。 

※参加者は必ず１名ビブス（ゼッケン）を着用してください。 

＜初心者説明＞ 

・初心者説明・Ｅカード使用方法説明が必要な方は受付に申し出てください。 

 

＜コンパス貸出＞ 

・受付でコンパスの貸し出しを行います。貸し出しを希望する方はＥカード提示をしていただき、レンタル料 100

円をお支払ください。数には限りがございますので、ご了承ください。 

紛失や破損があった場合には実費 2,000 円(古)～2,450 円（新）を負担していただきますので、ご了承くだ

さい。 

 

3.2. 競技方法 

＜競技形態＞  

＊ポイントオリエンテーリング   「日本オリエンテーリング競技規則」 準拠 

 

＜コントロールチェック方式＞  

＊EMIT社製電子パンチングシステムを使用します。 

 
＜使用地図＞  

＊「岡崎中央総合公園 2015」 （2015年 9月修正）  

縮尺 1：10000、等高線間隔 5m、走行可能度 4段階表示 A4 ポリ袋封入加工済 位置説明 日本語併記 

 

＜コース距離と優勝設定時間(WT)＞    

クラス 距離(km) WT(分) 

初級個人・小中学生組・家族組・一般組 2.6 45 

 

＜Ｅカード使用時の注意事項＞ 

＊Ｅカードはコントロールを通過した証拠がカード内に記録される仕組みになっています。 

＊同じ番号のコントロールを続けてパンチした場合→最初のパンチのみ記録されます。 

＊間違ったコントロールにパンチした場合、その後正しいコントロールを順にパンチすれば問題ありません。 

＊Ｅカードが正常に作動しなかった場合、バックアップラベルでコントロール通過が確認できれば失格とは
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なりません。 

＊Ｅカードは付属ゴムバンドをしっかりと指にはめて競技してください。Ｅカードを紛失・破損された場合は実費

8,500円をいただきますので、ご了承ください。

  3.3.競技の流れ 

＜スタート＞ 10：15～11：00 

スタートへは、スタート専用出口からでてください。スタート地区は会場から1ｋｍ徒歩約20分（青色テープ誘

導）です。スタート閉鎖11：00までにスタートするために、余裕を持ってスタートへ移動してください。 

スタート地区の時計は現在時刻を表示しています。 

＊スタート地区で役員が氏名、E カード番号の確認を行い、スタート時刻を指定します。 

＊スタート枠に入る前に入口のアクティベートユニットで、各自のＥカードによりユニットのランプの点滅を確認し 

てください。 

＊２分前 １つ前の枠へ進んでください。 

＊１分前 １つ前の枠へ進んでください。地図はスタートするまで見ないでください。 

＊スタート５秒前のブザーでＥカードをユニットにはめ込み、スタートチャイマーと同時にスタートしてください。 

＊スタート枠エリアが、スタートフラッグがあるスタート地点（△）になります。 

 

＜競技中の注意事項＞ 

  ＊ポイントオリエンテーリングです。地図に示すコントロール番号の１から順番に回ってください。 

  ・コントロールに到達したら、コントロール番号を確認の上、Ｅカードをユニットにセットしてください。 

   間違ったコントロールにセットした場合は、次に正しいコントロールにセットし、その後順番通りに競技を続けて

ください。   

・コントロールユニットやＥカードに不備があり、通過の証明がとれない場合には、バックアップラベルでの通過判

定を行います。 

・競技規定時間は 1時間 30分とします。規定時間を超えた場合は失格となります。 

・地図上に示される立入禁止区域や田畑には絶対に入らないでください。また、田畑を囲う柵には接近しない

（接触して破損させない。1m以内に接近しない。）ようにご注意ください。 

・けが人などを発見した場合は、競技よりも救助を優先させてください。また、他の参加者と協力して役員に 

状況をお知らせください。 

・自らの責任で安全確保を最優先として競技してください。 

 

＜フィニッシュ （ゴール）から会場まで＞  

・フィニッシュでＥカードをフィニッシュユニットにパンチしてください。パンチしないと失格になります。 

・フィニッシュでは、一旦地図を回収させて頂きます。回収時に地図の裏に名前をお書き、スタッフにお渡しく

ださい。回収した地図は、12時半頃に受付で返却予定ですので、必ず受け取りをお願いします。 

・フィニッシュ閉鎖時刻は 12 時 30 分です。 12 時 30 分までにフィニッシュに到達できるように競技中止を

含めて判断してください。 

・フィニッシュからは、黄色テープに沿って会場（武道館）まで、戻ってください。競技後の武道館への入館は、

２階から入って頂きます。シート上で靴を脱ぎ、備え付きのビニール袋に入れて入館してください。 

・会場につき次第、必ず受付で E カードの読み取り、ビブスの返却、コンパスを借りた方は返却をおこなってくだ
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さい。 

・競技を中止した場合（途中棄権）でも、必ず受付でＥカードの読込を行ってください。また、12時30分以降は 

競技を中止して会場に戻ってください。 

・受付で、E カードの読込が無い場合（帰還が確認できない場合）は、未帰還者として捜索されることになりま

す。 

  ・フィニィッシュ閉鎖後、全コントロールの撤収を開始します。 

● その他 

＜表彰式＞ 

・表彰式は 12時 30分ごろから行います。 

・各クラス上位１～３位を表彰します。 

 

＜成績表＞ 

＊成績表は webで公開します。成績表郵送希望の方は受付で申し込んでください（200円）。 

 

＜留意事項＞ 

＊大会への参加は自分自身の健康状態を十分考え、絶対に無理はしないでください。また参加者が自身 

または第三者へ与えた損害については、主催者はその責任を持ちません。 

＊主催者は事前申し込み者のみ１日傷害保険に加入しますが、各自健康保険証のご持参をお勧めします。 

  ＊本部に救護所を設けますが、簡単な応急手当以外はできません。 

  ＊民家の庭や畑に入ったり、樹木を傷つけたりする等、自然を損なうことをしないでください。 

＊競技エリアや会場内は火気使用禁止です。タバコは絶対に吸わないでください。 

  ＊ゴミは必ず自宅に持ち帰ってください。また、忘れ物のないようにご注意ください。 

＊忘れ物があった場合、事務局で大会後 1 ヶ月間保管しますのでお問合せください。 

 

＜大会ホームページ＞ 

荒天中止の場合ホームページに掲載いたします。（http://aichiol.com） 

 

＜大会役員＞ 

会     長   新帯 亮 
 

副  会  長 小野 盛光    土屋 晴彦 

 

運営責任者  松井 鉄彦   

運営スタッフ  鈴木 勝義    深山 秀文 加藤以千弘    坂本 清光 

            桑山 実     杉森 憲文    永井 昇      三井 由美      

 

＜問い合わせ先＞ 

大 会 前 日 ・当日： 特定非営利活動法人愛知県オリエンテーリング協会  

090-1415-7792（新帯） 

090-5855-4423（小野）         

岡崎オリエンテーリング協会 

080-3066-4965（松井） 


