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新型コロナウィルス感染拡大防止対応



新型コロナウィルス感染拡大防止対応

・体調の調査用紙を11月7日、8日の両日、

受付に提出してください。

・大会当日の体温が概ね37.5℃以上の方は

参加をご遠慮ください。

（念のため行動記録を取って下さい。）

・密とならないよう行動してください。



新型コロナウィルス感染拡大防止対応

・競技開始前のマスクを外すタイミングは、

各自で判断してください。

なお、マスクを外したら、極力会話は

控えてください。

・競技説明、デモンストレーションについて

大会当日は実施しません。

後ほど、動画で流れを紹介します。



新型コロナウィルス感染拡大防止対応

・競技後の地図回収について

フィニッシュ後、役員がナンバーカードの

番号を記入した紙封筒を渡しますので、

各自で地図を入れ、回収箱(袋)に入れて

ください。



競技情報



競技用地図

地図 「吹上浜」

縮尺 1：7,500 （すべてのクラス）

等高線間隔 2.5m

走行可能度 4段階表示

図式 ISOM2017準拠

コントロール○は、直径7.5mm

B4版 カラープリンター印刷

ポリ袋封入済み



競技用地図

×（黒）：小さな祠、公園内のオブジェ



競技用地図

（黒）：通行不能の柵（518）

柵を越える、くぐる、回り込むＯＫ
ただし、柵の破壊は厳禁



競技用地図

地図上に表記していない柵

柵を越える、くぐる、回り込むＯＫ
ただし、柵の破壊は厳禁



競技用地図

サンセットブリッジ（等高線の表記なし）

橋台から UP 5m程度 橋台からUP 10m程度



競技用地図

地図への表記のない特徴物
（パーマネントコースのコントロール）

正面 横



競技用地図

（黒）：切り開き（508）

調査時より藪が発達しています。
辿りにくい箇所もあります。



コース情報

クラス 距離 登高
ﾗｼﾞｵｺﾝﾄﾛｰﾙ

No1
ﾗｼﾞｵｺﾝﾄﾛｰﾙ

No2

ME 5.9～6.0 km 50 m 40％ 90 %

WE 5.2～5.3 km 50 m 40％ 90 %

MS 5.2～5.3 km 45 m 90 % －

WS 4.4 km 30 m 90 % －

MJ 5.3～5.4 km 35 m 90 % －

WJ 4.2～4.3 km 25 m 90 % －

MV 4.5～4.6 km 35 m 90 % －

WV 3.3 km 15 m 90 % －

XV 3.3 km 15 m 90 % －

XJ 2.8～2.9 km 25m 90 % －



コントロール位置説明

・JSCD2008準拠

・穴(Ｖ)、小凹地(U)のサイズ表示なし

（概ね直径2～3m、深さ1m）

・ラジオコントロールの表示なし

・最終コントロールからフィニッシュ

までテープ誘導なしと表示



会場レイアウト

トイレへ立入可



一走スタート整列順
10:30 10:40 10:50

↑ ↑ ↑
スタートフラッグ スタートフラッグ スタートフラッグ

ME 第1チーム MJ 全てのﾁｰﾑ 一般クラス、ソロ 全て

ME 第2以降のチーム MS 全てのﾁｰﾑ

WE 全てのチーム MV 全てのﾁｰﾑ

XV 全てのﾁｰﾑ

WS、WJ、WV、XJ 全てのﾁｰﾑ

● ﾃｽﾄﾕﾆｯﾄ ● ● ﾃｽﾄﾕﾆｯﾄ ● ● ﾃｽﾄﾕﾆｯﾄ ●

● ﾁｪｯｸﾕﾆｯﾄ ● ● ﾁｪｯｸﾕﾆｯﾄ ● ● ﾁｪｯｸﾕﾆｯﾄ ●

● ｸﾘｱﾕﾆｯﾄ ● ● ｸﾘｱﾕﾆｯﾄ ● ● ｸﾘｱﾕﾆｯﾄ ●

入口 入口 入口



給水所／ラジオコントロール

・ラジオコントロールについて

通過情報の放送を行うことがありますが、

全ての選手に対して行うものではあり

ません。次走者への通過情報の伝達は

各チームで行ってください。

・給水所について

給水所は設けません。

スペクテイターズコントロール付近で

チームによる給水は可能です。



中継（チェンジオーバー）

・プログラムにおいて、「地図の封印を

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。」とありますが、

一度次走者待機枠に入った選手は、次走者

待機枠から出ることを禁止します。



デモンストレーション動画

地点A

地点B

地点C（スタート）地点D
(ｽﾍﾟｸﾃｰﾀｰｽﾞ
ｺﾝﾄﾛｰﾙ）

地点E（チェンジオーバー）



２回目出走

・ナンバーカード、SIACカードの配布

本部で13時～行います。

・スタート時刻

繰り上げスタートの後に行います。

放送にて招集案内を行います。

・当日参加受付

本部で8時30分～9時45分、13時～行います。

地図に限りがあります。（先着順）



注意事項

・公園内にはサイクリング道路があり、

サイクリング道路を走行、横断します。

接触しないよう注意して下さい。

・自動車が通る道路を通る箇所があります。

・木道等、路面が滑る箇所があります。

・通行止め表示がありますが、通行可能です。



質疑応答

Ｑ１．デモンストレーション動画ついて

（埼玉県／千葉県）

Ａ１．この資料と動画を19時頃までに

大会ウェブサイトに掲載します。

Ｑ２．ウィニングランは可能か（千葉県）

Ａ２．13:15まで可能。ただし、他クラスの

中継と重なる場合は不可とする場合あり。

また縦一列で実施してください。



質疑応答

Ｑ３．地図図式ISOM2017準拠とあるが、411

Vegetation, Impassable(薮(通行不能))

の記号は使用されるか。使用される場合、

誤って通行した際の処分はあるか。

（千葉県）

Ａ３．使用していません。

なお、公園内の垣根は極力横切らないよう

にお願いします。(処分はありません。)



質疑応答

Ｑ４．着順判定において、身体のどの部分がフィ

ニッシュラインを越えればフィニッシュ

したとみなされるか（千葉県）

Ａ４．競技者の胸です。

但し、3走の着順判定用であり、各競技者の

競技時間の計算は、フィニッシュユニット

に差した時刻を使用します。



質疑応答

Ｑ５．動物除け電柵はテレイン内にあるか？

Ａ５．ありません。

Ｑ６．サンセットブリッジのUPは、位置説明の

UPに反映されているか？

Ａ６．反映されていません。



質疑応答

Ｑ７．スペクテイターズコントロールを通過後、

選手が給水区切り用の立入禁止テープを

横切ることはあるか？

Ａ７．ありません。

（ルート的にも遠回りになります。）



質疑応答

Ｑ８．モデルイベントと本番の地図は同一の

仕上がりでしょうか？

Ａ８．同一ではありません。

Ｑ９．通行不能の柵で通過禁止のものは

ありますか？

Ａ９．ありません。



質疑応答

Ｑ１０．食事をしても良い場所は？

Ａ１０．屋外でお願いします。

（密にならないように）

なお、屋内は飲食厳禁です。



追加情報

・会場の薩南少年自然の家をカーナビで

目的地に設定した場合、裏門側に誘導

されることがあります。

万之瀬川沿いを通り、吹上浜海浜公園

の駐車場を目指してください。

・成績速報はMulka2 クラウドでライブ

リザルトを実施予定です。

（中間通過情報も確認できます。）


