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大会名称   第2回全日本スキーオリエンテーリングスプリント選手権大会 

主   催   公益社団法人日本オリエンテーリング協会 

主   管   第2回全日本スキーOスプリント大会実行委員会 

後   援   真室川町  真室川町教育委員会  真室川町体育協会 
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ごあいさつ 
 

 

大会実行委員長 

公益社団法人日本オリエンテーリング協会 

スキーオリエンテーリング委員会 

高島 和宏 

 

寒さ厳しき折、クロスカントリースキーに適した山形県真室川町において、第2回全日本スプリントスキーオリエンテ

ーリング選手権大会が開催の運びとなりました。真室川町内では、秋山クロスカントリースキーコースを中心に20年

来、定期的にスキーオリエンテーリング大会を開催してきた、まさにスキーOのメッカとも言える地であります。 

まずは、この大会へのご後援も含めまして、月日をかけてご尽力していただいた真室川町、真室川町教育委員会、

真室川町体育協会をはじめとする地元の方々に感謝を申し上げます。 

本大会は、優勝設定タイムが15分と比較的短く、スピーディーなレース展開となる点が特徴です。そのため、道迷

いによるタイムロスが成績を大きく左右することから、スキーの高速滑走技術はもちろんのこと、高度なナヴィゲーショ

ン技術も要求されます。選手権クラスでは、午前に行われる予選と午後に行われる決勝の2レース構成となっており、

2レース共に安定した実力が発揮できるかも試されます。 

スキーオリエンテーリングは、現在、2022年に開催される冬季オリンピックの正式種目に採択される可能性が非常

に高くなっており、将来のオリンピック選手を輩出するためにも当協会では若手の育成に努めております。本大会に

おきましても真室川町の小学生を中心に多くの若者にエントリーしていただいており、ますます将来が楽しみです。 

最後になりましたが、本大会は、選手の皆さんが主役です。スキーオリエンテーリングの醍醐味である自然の中で

の充実したスキー滑走ができますように祈念しております。 
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大会スケジュール 

2015年2月21日（土）  13:00  トレーニングコース開設 

初心者向けルール説明 

16:00  トレーニングコース閉鎖 

2015年2月22日（日）  9:00   受付開始 

10:30  選手権クラス予選 スタート開始 

11:00  一般クラス スタート開始 

11:45  選手権クラス決勝 スタートリスト公開 

12:00  選手権クラス決勝 スタート開始 

12:45  フィニッシュ閉鎖 

13:00   表彰式 

 

大会役員 

実行委員長        高島 和宏 

競技責任者・コース設定者  山田 敦史 

運営責任者        高橋 仁紀 

 

イベントアドバイザー 

武石 雄市 

 

問合せ先 

高島 和宏 

◇E-mail skio-sprint@memoad.jp 

◇電話 050-5806-4548 

 

大会会場 

山形県最上郡真室川町特設会場 

 

集合場所 

秋山クロスカントリースキーハウス 

 

交通手段 

◇自家用車の場合 

国道13号金山町から国道344号に入り 

酒田方面へ約20分 

◇JR利用の場合 

山形新幹線「新庄」駅から 

奥羽本線「真室川駅」下車 徒歩2ｋｍ 
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宿泊等に関する情報 

宿舎の指定はいたしません。 

◇会場付近に売店はありません。参加申込み時に弁当を注文された方には、2月22日（日）11:30頃から大会本部で

引換券と交換いたします。 

 

競技方式 

スプリント競技 （選手権クラスのみ予選・決勝方式） 

2000年5月27日 ㈳日本オリエンテーリング協会制定「日本スキーオリエンテーリング競技規則」による 

 

地図 

2015年新規作成地図 

ISSOM2014準拠 A4サイズ 

縮尺 1：5,000 等高線間隔 5m 

 

記印方式 

Emit社製ノーマルパンチ・Eカード使用 

 

競技エリアの状況 

本テレインは山形県内陸北部の標高約90m～120ｍに位置し、高低差は少なめです。 

大きく整備された部分と森林部分に分かれており、整備された部分はおおむねオープンエリアで人工特徴物が多く

存在します。森林部分の木の密度は低めです。 

 

圧雪の割合（予定） 

801 Very wide track 802 Wide track 803 Track 804 Track,slow 

      0%       5%      95% ・・・・・・ 0% 

 

山形県金山観測点の2月22日の平年値（気象庁ホームページより） 

降水量 平均気温 最高気温 最低気温 日照時間 降雪の深さ合計 積雪の深さ最大 

1981～2010年 1981～2010年 1981～2010年 1981～2010年 1986～2010年 1982～2010年 1982～2010年 

4.3mm -0.8℃ 2.7℃ -4.2℃ 2.7時間 8cm 95cm 

 

コース距離等（予定） 

クラス  距離 コントロール数 クラス  距離 コントロール数 

M21E 予選 3,000m 13 W21E 予選 2,100m 9 

〃 決勝 3,000m 13 〃 決勝 2,100m 9 

MA - 2,100m 9 WA - 1,500m 7 

M50A - 2,100m 9 M15A - 1,500m 7 

M12A - 900m 6 W12A - 900m 6 

 

優勝設定時間 

15分（全コース） 
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トレーニングに関する情報 

主催者は、2月21日（土）午後に、秋山クロスカントリースキーコース内にトレーニングコースを準備します。秋山スキ 

ー場管理棟（※2月22日（日）の集合場所と異なりますので、ご注意ください！）で地図を購入して利用してください

（500円、予約不要）。 

また、常設の秋山クロスカントリースキーコースは、トレーニングに利用することができます。必ず秋山スキー場管理

棟で利用料（300円）を支払い、ゼッケンを着用して利用してください（2月21日（土）～22日（日）にトレーニングコース

の地図の範囲内で利用する場合はこの限りでありません。）。 

立入制限 

競技の公平性を保つため、大会当日まで、大会参加者がオリエンテーリング目的で真室川町内の山林又は牧場（秋

山クロスカントリースキーコースを除く）、公園等へ立ち入ることを禁止します。 

会場レイアウト 

◇2015年2月21日（土） 

・ 駐車場は、秋山スキー場駐車場をご利用ください。 

・ 秋山スキー場管理棟内にトレーニングコースの受付を設置します。 

・ 管理棟内の休憩所、トイレ、ワクシングルームを利用することができますが、一般のスキー客の迷惑にならない

ようご注意ください。 

◇2015年2月22日（日） 

・ 駐車場は、真室川中学校正面玄関前の駐車場をご利用ください。駐車場へは、グランド西側の入口からお入り

ください。 

・ 大会本部は、秋山クロスカントリースキーハウス2階ミーティングルームに設置します。 

・ 大会本部前に公式掲示板を設置しますので、必ず確認してください。 

・ ミーティングルームは控室として、荷物置き場、着替え等に使用できますが、貴重品の管理は各自で責任を持

って行ってください。 

・ ワクシングは秋山クロスカントリースキーハウス1階の車庫内で行ってください。室内には電源が備え付けられて

います。主催者はテーブルを準備します。譲り合って使用してください。 

・ 計算センターは、大会本部内に設置します。 
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受付 

◇参加者は必ず受付をお通りください。受付は、秋山クロスカントリースキーハウス2階ミーティングルームの大会本

部に設置します。 

◇受付ではナンバービブ、Eカード、バックアップラベル、レンタルマップホルダー、弁当引換券をお受け取りくださ

い。 

◇必要な方へ、コンパスを無料で貸し出しますので、お申し出ください。 

◇バックアップラベルには「クラス、ナンバー、氏名、スタート時刻」を記入してください。 

◇主催者では、スキー用具のレンタルはいたしません。 

◇Eカード及び地図に余裕がある場合に限り、一般クラスの当日参加を受け付けます。大会本部で申し込み、参加

費をお支払いください。ただし、当日参加者は表彰対象外とします。 

◇取材をされる報道機関等の方は、受付で係員の指示を受けてください。 

 

初心者向けルール説明 

競技方法等に不安のある方を対象に、ルール説明を行います。希望される方は、トレーニングコースの地図購入時

又は受付の際にお申し出ください。ただし、スタッフの準備の都合上、対応できかねることも予想されますので、でき

るだけ事前に問合せ先へご連絡ください。 

 

スタート 

◇スタート枠へは、まず、会場レイアウト図に従って秋山スキー場管理棟へ進んでください（スキーを履いたままで行

くことができます）。そこから、青色誘導に従って徒歩で進んでください（約200ｍ、3分）。 

◇スタートの方式は時差スタートです。 

◇交換用の用具及び給水をスタート枠付近に置くことができます。 

◇スタート3分前にスタート枠に並んでください。その際、係員の指示に従ってEカードの初期化を行ってください。 

◇スタート15秒前から地図を見ることができます。 

◇スタートの合図と同時にEカードをスタートユニットから離して、スタートしてください。 

◇スタート枠からスタートフラッグまではオレンジ色誘導です。 

◇遅刻者は係員の指示を受けてください。遅刻者のタイムは正規のスタート時刻から起算して、正規のタイムとして

認めます。 

◇正規のスタート時間終了後、速やかにスタートを閉鎖します。それ以降の出走は一切認めません。 

 

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オレンジ色誘導です。 

◇計時はパンチングフィニッシュで行います。 

◇フニッシュでEカードを係員に渡してください。 

◇12:15までにフィニッシュされた方からは地図を回収します。競技終了後に返却します。 

◇ドーピング検査の対象となった場合は係員の指示に従ってください。 

◇フィニッシュ閉鎖時刻は12:45です。競技途中でもこの時間までにはフィニッシュに戻ってください。また、途中で

棄権する場合もフィニッシュ、大会本部等で係員に連絡してください。フィニッシュ閉鎖時刻までに帰還確認でき

ない場合、各方面に行方不明者として捜索依頼の連絡をします。 

◇質問、苦情等は大会本部にて文書でのみ受け付けます。 
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予選方法 

◇選手権クラスは予選・決勝方式により行います。 

◇予選の上位6名（6番目に相当する順位の者が複数いる場合は、その全員）を予選通過とします。 

◇決勝のスタートリストは、確定次第、遅くとも11:45までに、秋山クロスカントリースキーハウス2階ミーティングルーム

内の大会本部前に掲示します。 

◇決勝のスタート順は、予選の順位が下位の者（同順位の場合は抽選による）を先とします。 

◇決勝で使用するEカード及びバックアップラベルは、スタートリスト公開以降、秋山クロスカントリースキーハウス2階

ミーティングルーム内の計算センターで配布します。 

 

表彰式 

◇13:00から秋山クロスカントリースキーハウス2階ミーティングルームで行いますので、お集まりください。 

◇各クラスの上位3名を表彰します。また、選手権クラスの優勝者を日本選手権者とします。 

 

成績表 

後 日 、 日 本 オ リ エ ン テ ー リ ン グ 協 会 ス キ ー オ リ エ ン テ ー リ ン グ 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト

http://www.orienteering.or.jp/ski/で公開します。 

 

注意・留意事項 

◇参加者が自分自身又は他人に与えた損害損傷について、主催者は一切責任を負いません。参加者各自の責任

で、安全に留意しながらご参加ください。主催者でも傷害保険に加入しますが、少額ですので、万が一に備え、各

自にて保険にご加入されることをお勧めします。 

◇参加料等はいかなる場合も返却は致しかねます。 

◇暴風雪等、主催者が参加者の安全を十分に確保できないと判断したときや気象上の警報が発令されたときは、大

会を中止することがあります。 

 

 

 

 



スタートリスト

M21E（予選）
10:30 (201) 信原　靖 北海道オリエンテーリング協会
10:32 (202) 柴田　達真 アークコミュニケーションズスキーチーム
10:34 (203) 日下　雅広 岩手県オリエンテーリング協会
10:36 (204) 宗形　竜憲 二本松ＯＬＣ
10:38 (205) 渡辺　幸 山形大学
10:40 (206) 平野　弘幸
10:42 (207) 安達　利雄 山形県オリエンテーリング協会
10:44 (208) 堀江　守弘 アークコミュニケーションズスキーチーム
10:46 (209) 山本　賀彦 ＯＬＰ兵庫
10:48 (210) 黒田　幹朗 長野県OL協会

W21E（予選）
10:31 (211) 大里　真理子 アークコミュニケーションズスキーチーム
10:35 (212) 高橋　美和 アークコミュニケーションズスキーチーム

MA
11:14 (213) 井上　裕介 金澤或辺くらぶ
11:18 (214) 畝林　誠 金沢メタ坊～ず
11:22 (215) 小畑　祐介 じゃじゃじゃＯＣ

WA
11:16 (216) 渡辺　里香 アビーカ米沢ＳＣ
11:20 (217) 黒田　希代子 長野県OL協会
11:24 (218) 高橋　美誉 じゃじゃじゃOC

M50A
11:02 (219) 荻田　育徳 OCΔ下野
11:06 (220) 木村　佳司 長野県協会
11:10 (221) 三澤　儀男 じぁじぁじぁＯＣ

M15A
11:00 (222) 渡辺　来生 米沢２中
11:04 (223) 渡辺　綺羅 米沢２中

M12A
11:01 (224) 高橋　幸造 真室川北部スポーツ少年団
11:03 (225) 土田　奏汰 真室川北部スポーツ少年団
11:05 (226) 栗田　皓生 真室川北部スポーツ少年団
11:07 (227) 佐藤　歩武 真室川北部スポーツ少年団
11:09 (228) 高野　永真 真室川北部スポーツ少年団
11:11 (229) 佐藤　智也 真室川北部スポーツ少年団
11:13 (230) 土田　未来 真室川北部スポーツ少年団
11:15 (231) 高島　怜也 要小学校
11:17 (232) 佐藤　領真 真室川北部スポーツ少年団
11:19 (233) 舟生　恭也 真室川北部スポーツ少年団
11:21 (234) 高橋　光 真室川北部スポーツ少年団
11:23 (235) 佐藤　大虎 真室川北部スポーツ少年団

W12A
11:08 (236) 渡辺　季香 米沢市愛宕小
11:12 (237) 柴田　結月 真室川北部スポーツ少年団

M21E（決勝）
12:00
12:02
12:04
12:06
12:08
12:10

W21E（決勝）
12:01
12:05
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