
 

第 26回全日本リレーオリエンテーリング大会 

プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           昇竜の滝 と 国営讃岐まんのう公園マスコットキャラクター「ドラ夢」 

 

 

開催期日 平成 29年 12月 3日（日） 雨天決行・荒天中止 

競技場所 香川県仲多度郡まんのう町 

競技会場 国営讃岐まんのう公園 

主  催 公益社団法人日本オリエンテーリング協会（JOA） 

主  管 第 26回全日本リレーオリエンテーリング大会実行委員会 

     （JOA四国ブロック、JOA近畿ブロックにより構成） 

後  援 スポーツ庁、公益財団法人健康・体力つくり事業財団、公益財団法人日本体育協会、 

香川県・香川県教育委員会、まんのう町・まんのう町教育委員会、琴平町 

協  賛 POMポンジュース（(株)えひめ飲料） 
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１ 大会役員 

大会名誉会長 浜田 恵造（香川県知事） 

大会名誉副会長 栗田 隆義（まんのう町町長） 

小野 正人（琴平町町長） 

大会会長 山西 哲郎（公益社団法人日本オリエンテーリング協会会長） 

大会副会長 松井 繁成（香川県オリエンテーリング協会会長） 

大会副会長 村越 真（公益社団法人日本オリエンテーリング協会副会長） 

 

２ 競技役員 

大会実行委員長   伊藤 好信（愛媛県オリエンテーリング協会） 

大会副実行委員長  木村  進（香川県オリエンテーリング協会） 

運営責任者 福田 良雄（山口県オリエンテーリング協会） 

運営副責任者    板谷 日出男（兵庫県オリエンテーリング協会） 

競技責任者 平島 俊次（滋賀県オリエンテーリング協会） 

競技副責任者 愛場 庸雅（大阪府オリエンテーリング協会） 

地図作成責任者兼コース設定者 西村徳真（NishiPRO） 

スタッフ   池下 彰彦、石井 博昭、伊藤 奈緒、内海 はやと、大島 健一、大野 透、 

（順不同） 小野 賢二、小野田 敦、織田 稔、小林 知彦、葛野 力、土屋 周史、実藤 俊太 

高村 卓、林 和志、中沢 淳、松本 和美、松本 元、吉岡 康子、渡里 一裕 

 

大会コントローラ  尾上 俊雄（兵庫県オリエンテーリング協会） 

アシスタント大会コントローラ 徳野 利幸（愛媛県オリエンテーリング協会） 

 

３ スケジュール 

11月 30日（木） 

 12：00（必着） 選手権クラス走順票 提出締切 

12月 2日（土） 

トレーニングコースはありません 

開会式・テクニカルミーティング、ISOM2017説明会ほか 

 会 場:琴平町文化会館 「大ホール」 

12：00 ～ 16：30 全日本リレー大会受付（入場開始 12：00より） 

13：00 ～ 14：00 JOA 対話集会 

14：10 ～ 14：40 JOA 功労者表彰 

14：50 ～ 15：20 開会式 

15：30 ～ 16：20 テクニカルミーティング（競技・運営上の諸注意、テレイン情報、質疑応答） 

16：30 ～ 17：30 ISOM2017説明会(JOA地図委員会) 

12月 3日（日） 

9：30 公園料金所開場。 

  自家用車利用者の方は、北口料金所から入り 10:50 までに北駐車場に入場してください。 

10：30 一般クラス走順票 提出締切 

10：30 競技説明・デモンストレーション 

10：50～14：00 北駐車場入口閉鎖 

※注意：10:50以降は、北口料金所から入り中央駐車場に駐車となります。会場まで徒歩約 10 分。 

    競技者の安全確保のため緊急時を除きこの時間帯は北駐車場への車輌の出入りを禁止します。 
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11：10 選手権 ME、WE クラス １走スタート 

11：20 選手権 MS、WS、MJ、WJ、MV、WV、XV、XJ クラス １走スタート 

11：30 一般男子、一般女子、MIX-L、MIX-S クラス １走スタート 

13：50（予定） 繰り上げスタート 

14：00（予定） 表彰式（順位決まり次第） 

15：10 フィニッシュ閉鎖 

15：10（予定） 閉会式 

 

問い合わせ先 （11月 30日まで） 

公益社団法人 日本オリエンテーリング協会  

TEL ： 03-3467-4548  FAX ： 03-3467-4549 

E-mail ： entry@orienteering.or.jp 

 

大会前日及び当日（12月 1～3 日）の問い合わせ先、緊急時の連絡先 

福田良雄 090-1687-3343、平島俊次 090-2592-4377   

 

大会中止の判断  

・参加者の安全性を鑑み、当地方に気象警報が発令される等、参加者の安全性が確保出来ないと判断

される場合は大会の中止をする場合があります。 

・中止する場合は、大会ウェブサイト（http://www.orienteering.or.jp/jroc/2017/）に当日 7:00

までにその旨を掲載する予定です。 

なお、大会中止の場合でも、参加料の返金は行ないません。ご了承ください。 

 

 

４．公園入場料について 

今回の大会では大会会場として有料の施設を利用します。応分の使用料金の負担と利用時間に制限が

あります。速やかな処理で大会を終了するために、参加される皆様のご協力をお願いいたします。 

大会運営の都合上、チームの配布物を受取の際に施設入場料を徴収させていただきます。料金はチー

ム単位に代表者が、応援者を含め、当日の参加者全員分をまとめ、受付まで提出ください。円滑な運営

のため出来るだけ釣銭の不要なようにお願いします。引替えに「対象チームの配布物」をお渡しします。 

迅速な徴収ができるように前日の開会式会場で受付け、会場に来れなかったチームの方には、翌日の

大会会場でも受付けします。スムースな処理ができますよう、選手の皆様のご協力お願いいたします。 

 

 ・施設入場料；（団体扱い）                                施設入場料計算書(受付提示用) 

大人(15歳以上)：２９０円、小中学生５０円 

シルバー(65歳以上)：２１０円、  

 

  ※シルバー、小中学生には健康保険証等の年齢証明する 

書類が必要です。 

小学生未満は無料ですが、小中学生以下に対しては 

１名に付き大人１名の付き添いが必要です。 

              

 

種  別 人数 計 

大 人＠２９０   

ｼﾙﾊﾞｰ＠２１０   

小中学生＠５０   

合  計   
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   祝   辞 

  

     スポーツ庁長官 鈴木大地 

 

 

 

 第２６回全日本リレーオリエンテーリング大

会が、香川県にて盛大に開催されることを、心か

らお祝い申し上げます。 

 

 文部科学省におきましては、スポーツで「人生」

が変わる、スポーツで「社会」を変える、スポー

ツで「世界」とつながる、スポーツで「未来」を

創るという４つの基本方針のもと、平成２９年度

からの５年間における第２期スポーツ基本計画

を策定し、国民のみなさんが生涯にわたり心身と

もに健康で文化的な生活を営むことができるス

ポーツ立国の実現に向けて取り組んでいくこと

としております。 

 

このような中、リトルジュニアからスーパーベテ

ランまで幅広い年齢層、初心者からエリートラン

ナーまで様々な技術レベルの選手が参集し、同じ

テレインの中でそれぞれ地図を片手に自然の中

を駆け巡り、タイムを競い合う本大会は、生涯ス

ポーツ社会の実現を図る上でも大変有意義なも

のであります。 

 

選手の皆様方におかれましては、日頃の練習の成

果を存分に発揮されるとともに、最後まであきら

めることなく、地図を読み、コントロールをチェ

ックし、ゴールを走り抜けてください。また、全

国から集まった仲間との交流の輪を大いに深め

ていただくことを期待しております。 

 

 結びに、本大会の開催に当たり御尽力された公

益社団法人日本オリエンテーリング協会をはじ

め、関係の皆様に心から敬意を表しますとともに、

本大会の御成功とますますの御発展を祈念して、

お祝いの言葉といたします。 

 

 

 

 

        

       大会名誉会長 浜田 恵造 

（

             (香川県知事） 

 

 

「第26回全日本リレーオリエンテーリング大

会」が、香川県において盛大に開催されますこと

をお慶び申し上げますとともに、全国各地からご

来県の選手、役員の皆様を、県民を代表して心か

ら歓迎いたします。 

地図とコンパスを用いて大自然の中に設置さ

れたポイントを巡り、ゴールまでの時間を競うオ

リエンテーリングは、体力のみならず、知力、精

神力を養うことのできるスポーツであるととも

に、自然との触れ合いを通じて心身のリフレッシ

ュを図る効果が期待され、子どもからお年寄りま

で、年代を問わず多くの方々に愛好されています。 

四国で初めての開催となる本大会は、香川県に

おけるスポーツ・レクリエーション・文化の一大

基地である国営讃岐まんのう公園を舞台に繰り

広げられます。選手の皆様には、東西に広がる讃

岐山脈を背景に、日本一の大きさを誇るため池で

ある満濃池をはじめとする豊かな自然を体感し

ながら、この公園の「冬の魅力」をしっかりと感

じていただければ幸いです。また、日頃の練習の

成果を存分に発揮されますとともに、全国から集

う参加者や地元の方々との交流を深め、思い出深

い大会とされますよう願っています。 

県外からお越しの皆様方には、この機会に、本

場の讃岐うどんはもちろん、新鮮な海の幸やおい

しい果物などをご賞味いただくとともに、国内外

から高い評価を受けているアートをはじめ、自然

や歴史、文化などに触れられ、本県の魅力をご堪

能いただきたいと思います。 

本大会の開催にご尽力されました関係者の皆

様方に深く敬意を表しますとともに、大会のご成

功と選手の皆様方のご健闘並びに交通安全を心

からお祈りいたします。 
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      祝   辞 

 

          まんのう町長  

             栗田隆義 

 

 第 26回全日本リレーオリエンテーリング大会がこ

こ香川県まんのう町、国営讃岐まんのう公園で全国

各地より多数の選手の皆さん方をお迎えし盛大に開

催されますことを心からお祝い申し上げますと共に

まんのう町民を代表して心からご歓迎申し上げます。 

まんのう町は町名の由来でもあります弘法大師空海

が中国の土木技術を駆使し修築したことで有名な日

本最大級の農業用ため池、満濃池があり、水と緑に

恵まれた自然豊かな町であります。 

ここ、国営讃岐まんの公園は満濃池の東隣に位置し

四国唯一の国営公園で約３５０ｈａの公園面積を有

し、満濃池を望む絶景や里山の風景を散策できる遊

歩道、五つ星認定のオートキャンプ場「ホッ！とス

テイまんのう」など様々な施設があり、園内には四

季折々の花が咲き乱れ多くの人に親しまれておりま

す。夏には四国最大規模の野外音楽イベント「モン

スターバッシュ」が２日間わたり開催され全国から

５万人を超える入場者で賑わい、冬には四国最大級

のイルミネーションイベント「まんのう公園ウイン

ターファンタジー」が開催されます。また、町内に

は平賀源内が絶賛したと言われる清流と緑の山に囲

まれた秘湯「美

み

霞

か

洞

どう

温泉」、鎌倉時代に発見された

薬水伝説のある秘湯「塩入温泉」の二つの温泉がご

ざいます。スポーツの後ゆっくりと温泉に浸かり疲

れを癒していただきたいと思います。もちろん有名

な讃岐うどんの美味しい店もたくさんございます。 

本大会はリトルジュニアからスーパーベテランまで

の幅広い年齢層の選手が大自然の中を駆け巡る、ま

さに生涯スポーツの原点であり非常に素晴らしい大

会になると期待しております。 

最後に、本大会の開催に当たり、多大なご尽力をい

ただきました公益社団法人日本オリエンテーリング

協会等関係者の皆様方に心から感謝申し上げますと

共に本大会の御成功と選手の皆さん方の御健闘を心

からお祈り申し上げ、御祝いの言葉といたします。 

 

 

                        ごあいさつ 

 

             琴平町長  

             小野正人 

 

 

 第２６回全日本リレーオリエンテーリング大

会の開会式が、ここ琴平町で盛大に開催されます

ことに対しまして、心よりお喜び申し上げます。

また、全国各地からお越しいただいた選手、大会

関係者の皆様を心より歓迎申し上げます。 

 さて、本町は香川県のほぼ中央に位置し、８．

４７㎢と小さな町ですが、「さぬきのこんぴらさ

ん」で有名な金刀比羅宮の門前町として栄えてき

た歴史と文化の町です。また、県内はもとより四

国を代表する観光地として国内外より年間３０

０万人を超える多くの観光客を集める観光地で

もあります。 

近年、健康や体力の向上への意識は高まってお

り、「健康づくり」の一環としてスポーツなどの

運動にいそしむ人の割合は増加傾向にあります。 

本町においても総合型地域スポーツクラブ「ヴ

ィスポことひら」を平成１６年に整備し、町民を

はじめ多くの方々が運動で汗を流しています。 

 オリエンテーリングは、大自然の中で地図とコ

ンパスのみを使い、それぞれの体力や判断力、経

験に合わせて行うことができるスポーツとして、

また自然とのふれあいを密にし、自然を愛する心

を育むことができるスポーツとして、幅広い年齢

層の人たちに親しまれております。 

 大会に参加されます選手の皆様におかれまし

ては、事故には十分注意し、日ごろの練習の成果

を十分に発揮されるとともに、多くの記録を残し

ていただき、思い出深い大会になりますよう願っ

ております。 

最後に本大会の開催にあたり、ご尽力されました

関係各位の皆様方に深く敬意を表しますととも

に、本大会のご成功と今後ますますのご発展を祈

念申し上げまして、ごあいさつといたします。 
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          ご 挨 拶  

              

       (公社)日本オリエンテーリング協会 

           会長 山西哲郎 

 

2017年最後の全日本大会、それも、毎年、都道府

県対抗で熱走の競走、共走に、参加される全国の

皆さまを歓迎します。 

 初冬とは言え、瀬戸内海に面した四国、香川県

はまだ暖かい季節です。その香川県の中西部のま

んのう町にあるわが国最大の灌漑用ため池であ

る、満濃池の東隣に位置している国営讃岐まんの

う公園が本会場です。 

 園内には季節の花や多様な植物がある自然生

態園や、特有の生態系が維持されている讃岐の里

山、遠く眺めることができる高台。そして、起伏

に富んだ芝生地が広がる広場と林と小道。ここで

は、リレーマラソンが年に幾回か行われる運動公

園でもあります。まさに、この大会にふさわしい

競技会場と言えましょう。 

 我々が実施しているオリエンテーリングの会

場はこのようにその土地の美しい自然の風景を、

満喫して走ることができ、自分たちだけの幸福感

だけではなく、多くのする人たちが共有する環境

であることがわかります。つまり、動くことによ

って、体いっぱいに感じる感性と、頭を使い、体

を激しく動かし挑む精神によって、仲間同士がよ

り人間的に思えてきます。それがリレーによって、

さらに素晴らしいスポーツになってくるではあ

りませんか。 

 競走するのは友情あふれた仲間であると思い

たくなってきます。 

 この大会の企画運営をする実行委員会の方々

のご尽力に感謝をするとともに、大会開催のため

にご支援、ご協力をしていただいた地元関係者を

はじめ、オリエンテーリングの愛好者の方々にこ

の場を借りてお礼を述べさせていただきます。 

 参加者の皆さまには新しい年につながるよう

な希望にあふれたプレイとドラマを期待してい

ます。 

 

 

 

         

         ご 挨 拶 

 

       香川県オリエンテーリング協会 

          会長 松井繁成 

 

第 26 回全日本リレーオリエンテーリング大会に

全国からご参集された選手・役員のみなさま、よ

うこそ、香川県にお出で下さいました。 

全日本リレーオエンテーリング大会は、都道府県

対抗リレー大会を含め国民体育大会に合わせた

都道府県での開催をつねとしてきましたが今年

度は国体の主会場が愛媛県ですが会場選択の都

合で香川県まんのう町の『国営讃岐まんのう公園』

にて皆様をお迎えすることとなりました。 

  うどん県それだけじゃない香川県といえば、や

はり讃岐うどんですが、文化を感じ親しまれる石

段で有名な『さぬきのこんぴらさん』・大名庭園

の『栗林公園』、『丸亀城』は木造天守十二城の一

つで内堀から天守にかけて積み重ねられた石垣

は″扇の勾配″と呼ばれる見事な曲線を描く城

です。アート県でもある香川県は猪熊弦一郎、東

山魁夷、彫刻のイサム・ノグチ、建築家の丹下健

三、安藤忠雄の作品も数多く開会式の行われる琴

平は日本最古の芝居小屋『金丸座』や本宮まで 785

段の石段を登っての参拝、奥社まで 1368 段の金

毘羅宮、食文化を堪能するオリーブ・醬油・そう

めんの小豆島も足をのばして頂ければと思いま

す。 

  香川県におけるオリエンテーリング愛好者は

減少傾向にあり、多くありませんが弘法大師空海

が修行した日本最大のため池である満濃池に隣

接の国営讃岐まんのう公園は、まさにオリエンテ

ーリングを楽しむのに絶好の地であり文化、スポ

ーツ、レクリエーションの一大基地として選手の

皆様は十分に堪能していただきたいと思います。 

最後になりましたが、本大会を開催するにあたり

多大なご支援・ご協力を賜りました（財）公園緑

地管理財団まんのう公園管理センター、JOA近畿

ブロック・JOA四国ブロックの皆さんをはじめ地

元の関係機関・団体の方々、地元住民の皆様に感

謝を申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。 
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５ 会場等案内図 

全体案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会式会場：琴平町文化会館/公民館 

（琴平町 758-1 Tel： 0877-73-5586 

交通： 

・公共交通 

JR琴平駅から金毘羅宮に向かって､琴電「琴平駅」前

を通過後左折、徒歩10分。  

・自家用車 

会場の駐車場は利用出来ません。会場周辺には金毘

羅宮参拝客のための駐車場が多数ありますのでこれを

利用して駐車し来場ください。 
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６ 走順票の提出 

 

選手権クラス 

・提出期限 11月30日（木）正午必着  

・選手権クラスの提出用「走順票」は、各都道府

県会員に送付された本プログラムに同封され

ています。また大会ウェブサイトにも掲載して

います。  

・走順票に、各クラスの登録名簿に記載の正選手

及び補欠選手の中から走順欄に競技者登録番

号、選手名を記入の上、郵送、FAXまたはE-mail 

で下記宛提出してください。（E- mail による

場合は、大会ウェブサイトに掲載のエクセルシ

ートを必ずご使用ください。）  

〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1  

岸記念体育会館内  

（公社）日本オリエンテーリング協会  

FAX 03–3467–4549  

E-mail entry@orienteering.or.jp 

・期限までに走順票の提出がない場合は､プログ

ラム記載の名簿順を走順とします。  

・選手権クラス走順一覧表は､テクニカルミーテ

ィング受付時に各都道府県選手団に1枚ずつ配

付、公開します。  

・走順票提出後､急病等の緊急事態により選手が

出場できない場合、同一クラスの他のチームお

よび補欠登録選手に限り選手交代の申告がで

きます。団長もしくは監督は、選手交代の理由

並びに内容等を明記した書類に署名し、大会当

日10時30分までに大会本部へ申告してくださ

い。交代の可否は、競技責任者が決定します。

本処置により出走を取りやめた選手は本大会

全ての競技出場はできません。  

 

一般クラス 

・提出期限 12月3日（日）午前10時30分 

・一般クラスの提出用走順票は、大会ウェブサイ

トに掲載しています。また、会場内受付にも用

意します。申込時（本プログラム掲載内容）か

ら選手・走順に変更のあるチームは、走順票を

受付に提出して下さい。チーム名変更はできま

せん。  

・成績速報の選手名は、プログラム掲載内容にて

表示される場合もあります。 

７ トレーニングコース 

 トレーニングコースはありません 

 

８ 開会式・テクニカルミーティングなど 

日時：12月2日（土） 12時～17時30分 

会場： 琴平町文化会館（案内図参照） 

 建物内は全面禁煙です。 

 都道府県単位でお座りください。  

 

【タイムテーブル】 

12：00～16：30 受付（ホール入口） 

都道府県(一般クラスはチーム)単位で受付し、

配布物を渡します。 

配布物の内容は、地図の入った半透明の密封さ

れたポリ袋とSIカード、ナンバーカードをチー

ムNOごとにチャック付きポリ袋に入れていま

す。さらにそれを都道府県（一般クラスはチー

ム）単位で袋に入れて渡しします。 

今回の大会は、会場の利用時間に制限があるた

め、受付開始から競技開始までの時間があまり

ありません。そのため地図を開会式会場にて配

布します。競技用地図の入った密封された半透

明のポリ袋は、スタート枠に入るまで絶対に開

封しないでください。開封が判明した場合失格

となります。また、袋の外からクラス、チーム

名、走順がわかるようになっていますので確認

して間違いがあった場合は受付まで持ってき

てください。欠席のチームは、袋のまま受付に

返却してください 

 

会場「大ホール」（入場開始12：00） 

13：00～14：00 JOA対話集会 

14：10～14：40  JOA功労者表彰  

14：50～15：20  開会式 

開会宣言 

主催者・主管者挨拶・来賓挨拶・紹介 

優勝旗・優勝杯の返還 (前回団体優勝 神奈川県） 

選手宣誓：小泉 成行他２名（愛媛県代表） 

都道府県選手団紹介 

15：30～16：20  テクニカルミーティング 

競技上の留意事項の再確認 

事前に質問を受け付けます。 

競技責任者 平島俊次 

E-mail：t-hirashima@nifty.com 
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11月30日（木）までにお願いします。 

16：30～17：30 

ISOM2017説明会(JOA地図委員会) 

 

９ 交通案内 

（1） 公共交通（事前利用調査分） 

※当日は休日のため、10時発まで定期便のバス運

行はありません。会場までは臨時バスの利用をお

勧めします。（琴電利用者は終点の琴電「琴平駅」

からＪＲ琴平駅まで 200ｍ徒歩約 2分です。） 

臨時バスは「北駐車場」まで直に入ります。 

◎ＪＲ琴平駅前発、会場行の直通バス臨時便 

 バス乗車時、役員に料金を支払いください。 

 往復料金 1,000円、大人・子供同一、幼児無料 

 9:10、10:10（会場まで所要時間約 20分） 

◎会場発ＪＲ琴平駅行き 

  14:40、15:00、15:40、 

 

（2） 徒歩で来場された方 

北口料金所から別途掲載の「大会参加駐車票」を

各自印刷、これを提示して入場ください。競技会

場周辺図を参照し、会場にお越しください。 

 

（3） 自家用車（会場など案内図参照） 

広島・岡山方面からは瀬戸中央自動車道を坂出

ICより約25分、神戸・高松方面からは高松自動車

道「善通寺IC」又は「府中湖スマートIC」より25

～35分、何れも、国道438号より「北口料金所」

から別途掲載の「大会参加駐車票」を各自提示し、

下記の駐車料金のみ支払い入場、場内の大会役員

の案内に従い「北駐車場」に駐車してください。 

※10:50を過ぎると「北駐車場」は入れません。

「中央駐車場」に駐車、徒歩(約10分)となります。 

・駐車料金；普通車310円、二輪車100円 

大型車(定員30名以上)1,030円 

※その他の料金所からの入場はテレイン内横断

となりますので禁止します。 

発見された場合失格とします。 

・安全上、以下の処置を行います。（案内図参照） 

10:50～14:00 北駐車場の閉鎖（立ち入り禁止エ

リアになります。） 

10:50～15:10 交差点⇔北駐車場入り口は通行

禁止、中央駐車場経由徒歩で会場へ 

14:00～   北駐車場→中央駐車場移動可能 

＊緊急で車を移動する必要が発生した場合は、

大会本部に申し出てください。 

 

１０ 競技情報  

 

競技形式 

リレーオリエンテーリング（1チーム3名） 

 

競技規則 

「日本オリエンテーリング競技規則」による 

 

競技用地図 

地図：New Map「国営讃岐まんのう公園2017」 

縮尺 1：10,000（ME、WE、MS、MJ、一般男子） 

縮尺 1：7,500（WS、WJ、MV、WV、XV、XJ、一般

女子、MIX-L、MIX-S） 

等高線間隔 5m 

図式：ISOM2017準拠、但し以下の逸脱があります。 

＊テレインの広さが十分でなく、レッグ線が入

り組んでいます。そのため、コントロール円を

はじめとした主たるコース記号については、地

図の判読性をよくするため、ISOM2017の基準よ

り80%に縮小しています。その結果、コントロー

ル円の寸法が1:10000では直径6mm線幅0.40mm、

1:7500では直径8mm線幅0.53mmとなっています。 

位置説明仕様：JSCD2008 

 ※地図のコントロール位置説明にはクラス名は

書かれていません。地図裏面のナンバーカード番

号で自分の地図であることを確認してください。 

A4判、カラープリンタ印刷、ポリ袋封入済 

地図記号凡例の掲載なし、公式掲示板に掲出予定。 

 

□地図調査 

NishiPRO（西村徳真） 

調査期間 2017年8月～10月 

 

地図調製・印刷 

 同上 

 

競技用地図の配布 

今回の大会は、会場の利用時間に制限があるた

め、受付開始から競技開始までの時間があまり

ありません。そのため地図を開会式会場にて配

布します。 
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競技用地図の入った半透明のポリ袋は、スター

ト枠に入るまで絶対に開封しないでください。

開封が判明した場合失格となります。 

なお、開会式にて受け取れなかったチームには

当日受付にて配布します。 

欠席チームの地図は、繰り上げスタート後に受

付にてお渡し致します。 

 

競技用の地図の包装状態 

地図は、防水用のポリ袋に封入（シーリング加

工）した状態で2つ折りにされ、開かないよう粘

着力の弱い紙テープで止めてあります。 

さらに、薄い半透明ポリ袋に封入(シーリング

加工)されており、紙テープを外して地図を開く

ことができないようになっています。第1走者は

スタートエリアに整列するまで、第2、第3走者は

次走者待機枠に入るまで、半透明ポリ袋を開けて

地図を取り出すことはできません。スタートエリ

アに整列又は待機枠に入るまでにポリ袋を開け

た場合失格となりますのでご注意ください。 

地図の裏面には、チームナンバー／クラス名／

チーム名／走順が記載されており、半透明ポリ袋

に封入された状態で確認することができます。 

誤って他の走者の地図を持って出走すること

のないようにしてください。 

 

テレイン、コース情報 

比較的急峻な森林公園であり、テレイン全域に

わたり道路・歩道・サイクリング道が張り巡らさ

れていて、立体交差も数多くあります。テレイン

の約3割は花壇および芝生広場で構成されており、

残りの7割は森林です。森林部分の通行可能度は

概して非常に悪いです。地形は尾根・沢の発達し

た典型的な日本型テレインであり、細かな地形も

多くあります。 

上位クラスでは、藪の多い森林の中でも比較的

通行可能度が良い部分を利用しつつ、複雑に張り

巡らされた道・立体交差を的確に読みこなすこと

を求めるコース設定となっています。 

コースおよびルートによっては、車の通行する

道路を走行、横断する可能性があります。車の通

行量は少ないですが、十分注意して走行してくだ

さい。なお立ち入り禁止記号（紫のハッチ）で表

示された部分の道路については立ち入りが判明

した場合、失格となります。 

 

競技上の注意点 

 橋など木でできた箇所が多くあります。特に雨

の時は大変すべりやすくなります。金属ピン付き

シューズの使用を禁止していますので、十分に注

意して走ってください。 

 花壇の中の小径で、地図表記の無いところは立

ち入らないで下さい。入口に立ち入り禁止の立て

看板を置きますが、看板の無い場所でも立ち入ら

ないようにしてください。 

 柵について 

公園内には、イ

ノシシ対策、道

路、自転車道、

歩道の脇の柵な

どが数多くあり

ますがすべては

地図表記があり

ません。以下に地図に表記していない柵の例を挙

げますがこれ以外にもあります。 

電気柵。横断

可能ですが、わ

かりにくいもの

もあります。壊

さないように十

分に注意してく

ださい。昼間は

通電していないため、感電の心配はありません。 

 

道路横、自転車道、遊歩道横の通行可能な柵。 

腰ほどの高さで

すが横断禁止の鉄

柵があります。こ

れらは横断時に倒

壊の危険があるた

め決して乗り越え

ないようにしてく

ださい。      518通過不能の柵で表記。 
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コース情報 

ｸﾗｽ    距離 登高 優勝設定時間 競技時間 

【選手権クラス】 

ME    5.8～6.0km 250m  135 分   240 分 

WE    4.0～4.3km 140m  120 分   240 分 

MJ       4.9km 150m  110 分   230 分 

WJ    2.9～3.2km  70m  110 分   230 分 

MS    4.3～4.4km 200m  110 分   230 分 

WS    2.9～3.0km  85m  110 分   230 分 

MV    4.0～4.3km 140m  110 分   230 分 

WV    2.9～3.0km 180m  110 分   230 分 

XV    2.9～3.0km  85m  110 分   230 分 

XJ    2.9～3.2km  70m   80 分   230 分 

【一般クラス】 

一般男子4.3～4.4km 200m   110 分   220 分 

一般女子2.9～3.0km  85m   110 分   220 分 

MIX-L   2.9～3.0km  85m   110 分   220 分 

MIX-S   2.9～3.2km  70m    80 分   220 分 

会場の制約で、優勝設定時間を競技規則より短く

しています。 

上記距離の表記（地図上の位置説明の表記も同

じ）は、中継（チェンジオーバー）ゾーンからス

タートフラッグまでの距離を含んでいます。 

変更の場合はテクニカルミーティング会場で

発表するとともに、公式掲示板に掲出します。 

 

服装・シューズ 

金属ピン付きシューズの使用を禁止します。 

また、イバラなどもありますので身体の露出の

少ない服装を推奨します。 

 

電子パンチングシステムについて 

本大会ではSportident（SI）パンチングシステムを

使用します。 

全クラスともに、主管者が配布するSIカードを使用

します。マイSIカードの使用はできません。 

WJを除く選手権クラス：SI-Card10 

WJ、一般クラス：SI-Card8 

各チームに第1～第3走者用SIカード3枚を地図と

ともに封筒に入れて配付します。SIカードの使い回し

は認めません。各選手は自分のナンバーカードと同

じ番号が記載されたSIカードを必ず使用してください。

他の選手のSIカードを使用した場合は失格となりま

す。 

SIカードを紛失・破損した場合は損害金5,000 円

を申し受けます。 

SIカードの操作に不慣れな競技者は､経験者から

前もって指導を受けてください。 

[SIカード使用に関する注意]  

・全ての選手は第1走者スタートエリアおよび次走者

待機枠に入口にあるチェックステーションで必ずSI

カードの反応チェック（赤色ランプの点灯と音の発

信の確認）を済ませてください。この処理を行わな

いとコントロールの通過証明が記録として残らない

場合があります。チェックステーションの赤色ラン

プが点灯しない場合には、係員に申し出てくださ

い。 

・スタート後は、コントロールに着いたらコントロール

識別番号（2桁または3桁の数字）を確認し、コント

ロール上部に設置されているステーションの穴に

SIカードを差し込み、赤色ランプの点灯と発信音を

確認してください。これらの反応がない場合、SIカ

ードに通過記録が保存されていない可能性があり

ます。 

・パンチしても、ステーションの赤色ランプが点灯せ

ず発信音もない場合は、SIカードに通過記録が残

っていない可能性があります。その場合は、ステ

ーションの裏側に設置されたピンパンチで、地図

面に印刷されたリザーブ欄（R1～R3と記された四

角形の欄）にパンチし、フィニッシュ後に計算セン

ターにその旨申告してください。 

・SIカードまたはピンパンチでの通過記録が残ってい

ない場合は失格とします。（参考：「競技規則等の

運用に関するガイドライン」18項参照） 

[コントロールで間違った記印をした場合の対処方

法]  

・同じ番号のコントロールで続けて2回以上パンチし

た場合は、最初のパンチのみが記録されます。2

回以上パンチしても問題はありません。 

・途中で間違ったコントロールでパンチした場合も、

そのまま正しいコントロールに行ってパンチしてく

ださい。間違ったコントロールのパンチが記録され

ても、正しい順番で回ったことが確認できれば完

走と認めます。 

例1) 7→8→9と行くべきところ、7→9とパンチした

場合⇒そのまま8に戻ってパンチをし、再び9

をパンチします。（7→9→8→9） 

※この場合2回目の9番のパンチが電子的記録と
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して残っていないと、通過証明とはなりません。 

例2) 7→8と行くべきところ他のクラスのコントロー

ルＸでパンチした場合⇒そのまま8に行って

パンチします。（7→Ｘ→8） 

・一般クラスのSI-Card8は30個までの記録となって

います。ミスパンチが多くパンチ数が30個を超える

と、それ以上は記録されませんので注意してくださ

い。 

 

ナンバーカード 

選手は、配布されるナンバーカードを必ず胸に見

えるように水平に取り付けてください。取り付けは、

安全ピンを4本以上使用するか、それと同様の手段

で取り付けてください、主催者側で安全ピンは用意し

ませんので、各チームで準備してください。 

※忘れたチームの為の安全ピンを1組(4本)200円で

受付に用意しています。(数量に限り有り) 

ナンバーカードを折って取り付けること並びにナン

バー欄への追記は認めません。 

 

ナンバーカードの記載事項 

 [選手権クラス] 

第 26回全日本リレーオリエンテーリング大会 

ME 香川１ 

13711 
 

 

 

 

 

 

・クラス番号（1桁目）：1 ME、2 WE、3 MS/WS、

4 XJ、5 MJ/WJ、6 MV／WV、7 XV 

・都道府県番号（2・3桁目）：都道府県コード（WS、

WJ、WVはコード番号に50を加えた番号）、連合

チームは固有の番号を割り当てる。 

・チーム番号（4桁目）：複数チームの区別（1チ

ームの場合は1、10チーム目は0） 

・走順番号（5桁目）：走順 

 

 

[一般クラス] 

第 26回全日本リレーオリエンテーリング大会 

M21 ﾁｰﾑ名 

8011 
 

 

 

 

 

 

・クラス番号（1桁目）：8 

・チーム番号（2･3桁目）：固有の番号 

・走順番号（4桁目）：走順 

[共通] 

・ナンバーカードの地色 

1走：白、2走：水色、3走 ピンク 

コントロール位置説明 

コントロール位置説明はJOA「コントロールに

関する規定」と「位置説明仕様JSCD2008」に準拠

します。 

各コースの位置説明は事前公開しません｡ 

 

調査依頼・提訴 

調査依頼、提訴ともに、チームの代表者（団長

もしくは監督）名で、書面にて提出してください。 

競技運営に関する調査依頼は､本部備え付けの

指定用紙により速やかに競技責任者に対して行

って下さい。調査依頼の締め切りは、大会当日

15:10です。ただし、成績速報に対する調査依頼

は、速報発表後1時間以内です。 

調査依頼への回答は、競技責任者が書面にて行

い公式掲示版に掲出します。 

調査依頼の結果に対して納得できず提訴する

場合は､本部備え付けの指定用紙により本部を通

じ裁定委員に提出してください。提訴は調査依頼

に対する回答の掲出後15分以内です。 

裁定委員名は、テクニカルミーティングにて発

表するとともに、当日公式掲示板に掲示します。 

 

 

ドーピング検査 

本競技会では、ドーピング検査を予定していま
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す。検査対象となりました選手は、係員の指示に

従ってください。また他の選手は、検査への協力

をお願いします。 

ドーピング検査に関する詳細事項は、次のアン

チドーピング委員会ウェブサイトをご覧くださ

い。 

http://www.orienteering.or.jp/AD/ 

 

公式掲示版 

競技に関する本プログラム掲載事項からの変

更事項、重要事項等を掲示します。監督、選手は、

必ず確認してください。 

開会式会場および大会会場に設けます。 

 

表彰 

繰り上げスタート終了後、成績が確定したクラ

スから、順次広場にて表彰式を行います。ただし

ME、WEクラスの表彰および団体総合表彰は、一般

クラスおよび他の選手権クラスの表彰終了後に

行います。 

（1）選手権クラス表彰 

・ME、WEクラス優勝チームを日本選手権者とし、

上位6位までを表彰します。他の選手権クラス

は上位3位までを表彰します。 

（2）団体総合表彰 

・都道府県ごとにMEおよびWEクラスの得点と、そ

の他の選手権クラスの内で成績の良い4クラス

の得点とを合計し、一番高い得点の都道府県を

総合優勝として優勝旗と優勝杯を授与し、6位

までを表彰します。 

・得点の計算方法 

MEおよびWEクラスは、1位を9点とし、以下1点

ごと減点し9位を1点とする。 

他のクラスは、1位を6点とし、以下1点ごと減

点し6位を1点とする。 

同一の都道府県会員から複数チームが出場す

るクラスでは、最上位チームのみに得点を与え、

得点対象外のチームの順位は詰めて計算する。 

複数の都道府県会員による連合チームには、獲

得得点をチームを構成する都道府県会員数で

割った点数をそれぞれに与える。 

最終エントリ（走順提出）時点での得点対象チ

ーム数が6未満（ME、WEクラスは9未満）の場合

は、そのチーム数を1位の得点とし、以下1点ご

と減点する。 

上記以外で、競技時間内に完走したチームには、

1点を与える。 

（3）一般クラス表彰 

・各クラス3位までを表彰します。 

 

 

１１ 当日の流れ(競技会場図参照) 

 

（1） 会場（北口料金所は、9：30オープン） 

・会場は全天候型のドーム型施設ですが、横の壁

がないので風は通ります。この中でのテント、

敷物の利用はできません。 

・会場近辺には、飲料の自動販売機はありますが、

常設の売店、レストラン、コンビニなどはあり

ません。昼食・飲料は、ＪＲ琴平駅構内やその

周辺の店を利用し事前にご準備ください。 

・ドーム型施設の外側、芝生広場の指定場所での

テント、タープの設営は可能ですが、くい打ち

はできません。ご注意ください。また、テント、

タープの撤去後は清掃をお願いします。 

・ドーム横の施設「北案内所」にトイレと女子更

衣室があります。トイレは数に限りが有ります

ので事前に済ませるようにご協力ください。女

子用更衣室内には、荷物は置かないでください。 

・特にレース後の利用に際しては、体や衣服の土

をよく落としてきれいに使ってください。 

・持参された弁当、飲料水等のゴミは必ず持ち帰

ってください。 

 

（2） 受付 9：40～10：30 

・前日の開会式会場で受け取っていない都道府県

選手団及び一般クラス出場チームはSIカード

および競技用地図、ナンバーカードなどのはい

った袋を受付で受け取ってください。その際、

参加しないチームがあればその地図とSIカー

ドはただちに受付に返却してください。 

・一般クラスの方は、自分のチーム分のみ受け取

ってください。 

・コンパスの貸し出しは行いません。 

 販売用のコンパス（2,000円/個、数量限定）

があります。 

（3） ウォーミングアップエリア 

・ウォーミングアップは、会場レイアウト図にあ
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るようにテントサイト周囲で行ってください。 

 

（4） 競技説明・デモンストレーション 

 10：30～10：50 

・競技の流れに沿ったデモンストレーション（第

1走者スタートエリア、スペクテイターズコン

トロール、最終コントロールからスペクテイタ

ーズレーン、中継のそれぞれの動き）のほか、

特に注意する点など説明します。 

 

（5） 第1走者のスタート召集 

 11：00 ME/WE から順次 

・選手の招集はスタート時刻の10分前に行います。

遅刻者は出走できません。 

・各クラスの第1走者のスタートエリアはドーム

のふちです。 

・第1走者のスタートエリアに各自が競技で使用

する地図を持参してください。この段階で、地

図を封入している半透明ポリ袋を破くことは

できません。破かれていることが判明した場合

は失格となります。 

・スタートエリアに入る前に、チェックステーシ

ョンでSIカードの反応チェックを必ず行って

ください。反応しない場合は係員にお知らせく

ださい。 

・スタートエリアに入ったら、係員の指示に従っ

て横1列に整列し、係員の点呼を受け、そのま

ま待機してください。 

・スタート役員からの指示があったら、密封され

た半透明ポリ袋を破いて地図を取り出してく

ださい。密封用ポリ袋は、スタート役員が回収

します。 

・地図の紙テープ止めは、スタート後まで外すこ

とはできません。スタートまでに紙テープを外

すと失格となります。 

 

（6） スタート 

11：10 ME／WE  

11：20 MS／WS／MJ／WJ／MV／WV／XV／XJ 

11：30 一般クラス 

・号砲により一斉スタートです。 

・号砲の後に、地図の紙テープ止めを外して地図

をみることができます。 

・地図上のスタート地点（△表示）までは「赤・

白」ストリーマに従ってください。ショートカ

ットした場合は失格とします。 

 

（7） 給水所 

ＭＥ、ＭＪクラスは給水所があります。 

そのほかのクラスにはありません。 

 

（8） スペクテイターズコントロール 

・コースの80～90％の地点で会場横のスペクテイ

ターズコントロールを通過しドーム内の誘導

レーンを通過します。ビジュアル区間通過後、

4～6分程度でフィニッシュします。ビジュアル

通過後は待機枠で待機してください。 

・通過情報の放送を行うことがありますが、すべ

ての選手に対して行うものではありません。次

走者への準備は各チームで行ってください。 

・中間地点での給水はできません。 

 

（9） 中継（チェンジオーバー） 

・中継での次走者の呼び出しは行いません｡前走

者の動向は中間のドーム内スペクテイターズ

レーンおよび最終コントロールからのスペク

テイタズレーンで確認できます。  

・次走者は、次走者待機枠に各自が競技で使用す

る地図を持参してください。待機枠に入る前に、

地図を封入している半透明ポリ袋を破くこと

はできません。破かれていることが判明した場

合は失格となります。  

・次走者待機枠入口で、チェックステーションで

SIカードのチェックを必ず行ってください。 

・次走者待機枠に入ったら、密封された半透明ポ

リ袋を破いて地図を取り出してください。密封

用ポリ袋は次走者待機枠内に用意された箱に

入れ、周囲に捨てないでください。  

・地図の紙テープ止めは、スタートするまで外す

ことはできません。外した場合は失格となりま

す。 

・誤って次走者待機枠に入った選手は、地図を密

封した半透明ポリ袋を破いていなければ、次走

者待機枠の外に出ることができます。半透明ポ

リ袋を破いた場合は枠外に出られません。  

・中継は、中継所で前走者が次走者に接触（タッ

チ）する事により成立します。中継判定員が判

定し、不完全な場合は警告を発し、やり直しを
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求めます。  

・次走者が次走者待機枠にいない場合、前走者は

役員の指示に従い、後続の走者の邪魔にならな

い位置で次走者が来るまで待機してください。 

・中継を終えた前走者はそのままフィニッシュス

テーションでパンチしてください。その時刻が

中継時刻として処理されます。 

・中継は、繰り上げスタート時刻をもって終了と

なります。 

・競技を途中でやめた場合は、帰還後本部へSIカ

ードを必ず返却して下さい。 

・SIカード紛失の場合は本部に必ず申告してくだ

さい。 

 

（9）フィニッシュ 

・最終コントロールからフィニッシュまでは

「赤・白」ストリーマにより誘導します。 

・次走者との中継を終えた第1、第2走者、および

フィニッシュラインを通過した第3走者は、そ

のままレーンを進み、SIカードをフィニッシュ

ステーションに差し込んで下さい｡ その後係

員に地図を渡し、誘導に従いSIカード読み取り

ステーションにSIカードを差し込んでくださ

い。SIカードは此所で回収します。 

・繰り上げスタート以降は、地図回収を行いませ

ん。 

・第3走者の着順は、フィニッシュラインの通過

をもって着順判定員が判定します。フィニッシ

ュラインの通過後はフィニッシュステーショ

ンにパンチするまで順番を変えないでくださ

い。 

・競技を途中でやめた場合は、帰還後本部へSIカ

ードを必ず返却してください。 

・SIカード紛失の場合は本部に必ず申告してくだ

さい。 

 

（10）繰上げスタート 13：50（予定） 

・13：50（予定）までに中継ができなかった未出

走者は、繰り上げスタートになります。なお、

繰り上げスタート時刻は、レースの進行状況に

より変更となる場合があります。 

・当該選手は13：40（予定）に次走者待機枠に集

合してください。 

・繰り上げスタート直前まで前走者との中継を認

めます。 

・13：50（予定）号砲により一斉スタートして下

さい。 

・繰上げスタート時刻以降、中継所を閉鎖します。 

 

（11）成績速報  

・会場内において全クラスの速報を掲示します。  

・またモニターディスプレイでリアルタイム速報

予定です。 

 

（12）競技終了  

・15：10 にフィニッシュを閉鎖します｡  

・全ての競技者は競技途中でも、この時刻までに

必ずフィニッシュに帰還してください。 

 

（13）表彰式・閉会式 

・表彰式は、繰り上げスタート終了後、成績が確

定したクラスから、順次競技会場にて表彰式を

行います。ただしME、WEクラスの表彰および団

体総合表彰は、一般クラスおよび他の選手権ク

ラスの表彰終了後に行います。 

・閉会式は、15：10（予定）から行いますが、表

彰式の進行状況によっては早める場合もあり

ます。 

 

（14）その他  

・競技を棄権したチームは､本部へその旨を伝え、

SIカードを取りまとめ返却してください。  

・地図返却は、繰上げスタート後に本部前付近で

行います。  

・地図販売は、繰上げスタート後に本部で行いま

す。全コントロール図700円、コース図500円で

す。（会員サポート寄付含む）いずれも数に限

りがあります。  

・成績表送付希望者は、本部にて所定の申込手続

をしてください。１部500円です。なお成績は、

大会ウェブサイトに公開します。 
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１２ 留意事項 

 

（1）写真撮影について 

・本競技会への参加者、観戦者は競技の様子とし

て、また競技や会場の風景として、主催者や報

道機関に撮影されることがあります。これらの

写真を報告書や広報に使用することがありま

す。この点ご了承ください。 

（2）救護・救急 

・怪我人等の救急を要する選手を見つけた場合は

救助に協力、速やかに係員に知らせて下さい。

怪我人の救助は競技よりも優先します。 

・大会会場に看護師が待機していますが､救護な

どのために救護所に不在の場合があります｡救

護所では簡単な応急手当のみ可能です。万が一

に備え「健康保険証」を持参してください。 

・救急車の要請は、大会本部を通じて行いますの

で、本部又は競技用地図に記載している緊急連

絡先に連絡願います。 

（3）損害・保険 

・大会において自分自身が受けた被害、第三者に

与えた損害に対して、主催者は一切責任を負い

ません。 

・行事賠償責任保険及び傷害保険は主催者で加入

しますが、限度があります。 

・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こと。また、参加者が

自分自身あるいは第三者へ与えた損傷、損害、

損失については、主催者・主管者はその責任を

負いません。 

(4)旧マップ 

 「国営讃岐まんのう公園」香川県オリエンテー

リング協会、2010年作成があります。他にも 

 国営讃岐まんのう公園にはパーマネントコー

スが設置されており、施設で配布されています。 

大会参加者の利用、当日当該地図の持ち込みを

禁止します。 

(５)また、公園ではWinter Fantasyが開催されて

いますが、競技参加選手は大会終了までは見物な

ど公園内に入場はできません。事前に入場された

ことが判明したチームは失格となります。 

今後とも、本テレインが利用できますよう、地

元の皆さんに挨拶をして頂くとともに、会場をき

れいに丁寧にご利用ください。 

これからの全日本大会 

(1) 第４４回全日本大会  

   岐阜県 

        平成３０年６月１７日(日) 

    

(2) 第２７回全日本リレー大会 

   福井県 

       平成３０年１１月３日(土) 

    開会式及びテクニカルミーティング 

       平成３０年１１月４日(日) 

    大会日 

 

皆様からの公認大会申請をお待ちしています。 

 

販売行為について 

本大会では、他大会の会場申込や物品販売など、

販売行為はすべて許可制となっています。許可を

得た個人・団体は専用エリアを設けていますので、

そのエリアで販売を行ってください。 

 

 ＜販売許可＞ 

物販  ＯＬＫ ＯＫＵＭＵＳＡＳＨＩＮＯ 

大会受付 京葉オリエンテーリングクラブ 

     関西学生オリエンテーリング連盟 

     多摩オリエンテーリングクラブ 

 

売店について 

本大会の会場となります「ドラ夢ドーム」案内所

のそばで、公園内の売店が簡単な食事を販売して

戴けます。是非ご利用ください。 

料金については、当日張り出します。 

 販売予定  うどん／唐揚げ等 
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