
 
 

２016 年 01 月 30 日（土） 

１３：００～ トレーニングコースオープン 

１６：３０～ テクニカルミーティング 

２016 年 01 月 31 日（日） 

１０：３０～ 選手権クラス予選スタート 

１１：００～ 一般クラススタート 

１２：００～ 選手権クラス決勝スタート 

１３：００～ 表彰式 

   
主 催  公益社団法人 日本オリエンテーリング協会 
主 管  第３回全日本スキーＯスプリント大会実行委員会 

後 援  岩手県オリエンテーリング協会、八幡平市、八幡平市教育委員会 

協 賛  （株）アークコミュニケーションズ、（株）岩手ホテルアンドリゾート 

協 力  イーハトーヴォ安比高原自然体験学校、（有）安比高原牧場 
 

実 行 委 員 長：高島和宏 

競 技 責 任 者：日下雅広（コース設定者） 

運 営 責 任 者：信原靖 

イベントアドバイザー：山田敦史 

 

 

 

 

第 ３ 回 全 日 本 ス キ ー Ｏ 
ス プ リ ン ト 選 手 権 大 会 
大 会 プ ロ グ ラ ム 

Sprint 

予 選 

決 勝 
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会場への交通 ・ 問合せ先（宅配荷物の宛先） 
 

大会会場・問合せ先（宅配荷物の宛先） 
 

〒028-7306 岩手県八幡平市安比高原 605-327 ペンション リゾートイン ミワ 担当：三澤 

Tel 0195-73-6888 Fax 0195-73-6881 E-mail pension.miwa■m3.dion.ne.jp （■には＠を入れてください） 

なお宅配荷物については、発送伝票控を忘れずにお持ちになることをおすすめいたします。 

 
  自家用車の場合 

 
青森方面から 
東北自動車道「安代 IC」より約 20 分。 

 
盛岡方面から 
東北自動車道「松尾八幡平 IC」より約 15 分。 

 
 

※大会会場のペンション リゾートイン ミワの

駐車場は大きくないため、場合によっては、安比高原

スキー場の駐車場に車輌を移動していただく場合が

あります。ご了承ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JR 利用の場合 
 
・ JR 花輪線 安比高原駅下車 約３ｋｍ シャトルバスあり 

・ JR 東北新幹線 盛岡駅下車 路線バス 約１時間 片道 1,130 円 

盛岡駅発 07:40 09:00 10:05 10:45 11:15 12:45 13:45 21:50 22:40 
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開催概要 
 

大会スケジュール 
 

  ０１月３０日（土）  トレーニングコース 
 

12:00～    大会受付   ペンション リゾートイン ミワ 

・全ての参加者は必ず受付をお通りください。 

・受付ではビブ、Ecard 等配布物がありますので受け取ってください。参加同意書の提出をお願いし

ます。参加料に不備があった場合、ここで清算していただきます。 

・コンパス、スキー、マップホルダーのレンタルを希望される方は受付へ申し出てください。返却ま

で責任をもって保管してください。 

・公式掲示板をペンション リゾートイン ミワ内に設置しますので必ずご覧ください。 

・トレーニングコースへは受付場所から車輌により移動する可能性があります。役員の指示に従って

ください。 

 
13:00～16:00 トレーニングコース開設 

・13:00 から 16:00 まで、受付で指定されたトレーニングコースの利用ができます。 

 

          更衣室・荷物置き場  

・更衣室・荷物置き場はペンション リゾートイン ミワ内を利用してください。ただし、貴重品の

管理は各自で行ってください。 

 

16:30～17:30 テクニカルミーティング   ペンション リゾートイン ミワ 

・全ての参加者が参加可能です。翌日のレースについての質問事項は紙面にて 16:30 までに大会受

付に提出してください。 

 

 

０１月３１日（日）  スプリント競技 
 

競技情報 地図 縮尺 1：5,000  等高線間隔 5ｍ 2016 年作成 

       Ａ４サイズ ISSki-OM2014 準拠 EMIT 社製電子式コントロール使用 

トラックの割合（圧雪車圧雪：スノーモービル圧雪：スキー圧雪）は当日発表します。 

 

09:00～    大会受付   ペンション リゾートイン ミワ 

・全ての参加者は必ず受付をお通りください（前日受付を済まされた方は不要です）。 

・受付ではビブ、Ecard 等配布物がありますので受け取ってください。参加同意書の提出をお願いし

ます。参加料に不備があった場合、ここで清算していただきます。 

・コンパス、スキー、マップホルダーのレンタルを希望される方は受付へ申し出てください。返却ま

で責任をもって保管してください。 

・スタート地区へは受付場所から車輌により移動する可能性があります。役員の指示に従ってくださ

い。移動時間は長くても１０分です。 

 

          公式掲示板 

・公式掲示板は「大会全体用」と「成績速報用」の２種類があります。必ずご覧ください。 

・「大会全体用」はペンション リゾートイン ミワ内に設置します。 

・「成績速報用」はスタート地区付近に設置します。 

 

          更衣室・荷物置き場 

・更衣室・荷物置き場はペンション リゾートイン ミワ内を利用してください。ただし、貴重品の

管理は各自で行ってください。 
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10:00～12:30  スタート地区 

・トップスタートは選手権クラス予選 10:30 一般クラス 11:00 選手権クラス決勝 12:00 です。 

・受付場所からスタート地区までの移動時間は大会全体用公式掲示板を確認してください。移動時間

は長くても１０分です。 

・スタート地区には風雪をしのげる場所はありません。スタート地区に荷物を置くことはできませ

ん。スタート地区にトイレはありません。 

・ウォーミングアップエリアはスタート地区周辺に準備します。係員の指示に従ってください。 

・Ecard のない方はスタートできません。スタート地区で再配布はできません。 

・スタート係員は出走者の呼び出しを行いません。スタート時刻が近づきましたら、スタート枠付近

に待機するようにしてください。 

・スタート３分前になりましたらスタート枠にお入りください。係員に E-card のチェックを受け、

アクティベートを行ってください。 

・スタート２分前になりましたらスタート枠を１つ進んでください。 

・スタート１分前になりましたらスタート枠を１つ進み、地図を受け取ってください。このとき地図

を見てはいけません。スタート１５秒前になりましたら役員が合図しますので地図を見て構いま

せん。各自スタートの準備をしてください。 

・スタートの合図（チャイム）がなりましたらスタートしてください。スタート枠から赤白テープ誘

導に沿っていくと前方にスタートフラッグがあります。これが地図上でのスタートマーク（△）の

位置となります。全走者は必ずテープ誘導に沿ってスタートフラッグを通過してください。スター

トフラッグを経由せずにコースに出た選手は失格といたします。 

・遅刻者は役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タイムより起算して、正

規のタイムとして認めます。 

・12:30 にスタートを閉鎖します。それ以後の出走は一切認めません。 

・スタート地区ではウィンブレ輸送を行いません。また、スタート地区に残された荷物について大会

役員は一切管理しません。 

・競技エリア内に給水地区はありません。必要な選手は各自ご持参ください。 

 

      ～13:30 フィニッシュ地区 

・フィニッシュ地区はスタート地区に隣接する予定です。 

・最終コントロールからフィニッシュまでは赤白テープ誘導です。全走者は必ずテープ誘導に沿って

フィニッシュを通過するようにしてください。 

・パンチングフィニッシュです。フィニッシュ後役員に Ecard を渡してください。12:15 までは地図

を回収します。回収した地図は大会受付で返却します。 

・フィニッシュ閉鎖は 13：30 です。競技途中でも 13:30 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必ずフィニッシュ・本部・救護所などの役員に連絡をしてください。

13:30 までに帰還確認できない場合には各方面に行方不明者として捜索依頼の連絡をいたします。 

・質問・苦情等は大会受付で文書のみ 13:30 まで受け付けます。フィニッシュでは受け付けません。 

・ドーピング検査の対象となった場合は、役員の指示に従ってください。 

・全クラスとも競技時間は６０分です。競技時間を超えた場合は失格となります。 

 

          選手権クラスの予選・決勝方式について 

・選手権クラスは予選・決勝方式を採用します。 

・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、遅くとも 11:45 までに成績速報用公式掲示板に掲示します。 

・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 Ecard 及びバックアップラベルは、スタートリスト公開以降、成績速報用公式掲示

板の周辺で配布します。 

 

12:00～  成績速報、成績表・地図販売 

・速報を成績速報用公式掲示板にて掲示します。 

・成績表は一部\300 です。受付にて申し込んでください。成績は web 上でも公開する予定です。 

・地図販売は受付にて 12:00 より行います。後日郵送となります。 

 

13:00～14:00 表彰式   ペンション リゾートイン ミワ 

・各クラス１～３位を表彰いたします。 
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競技上のご注意とお知らせ 

 

＜＜スキーオリエンテーリング競技規則＞＞ 

●スキーオリエンテーリング大会は（公社）日本オリエンテーリング協会が定める「日本スキーオリエンテー

リング競技規則」に準拠いたします。競技種別は全レースポイントオリエンテーリングです。 

・全レース、EMIT 社製電子式コントロールを使用します。 

・競技上における変更事項は受付横の大会全体用公式掲示板にてお知らせいたします。 

・参加者が自分自身・あるいは第三者に与えた損害・損失等について主催者は一切その責任を負いません。 

・本大会参加者には傷害保険を付保しておりますのでケガをされた方は大会終了後でも問い合わせ先までお知

らせください。ただし、少額ですのでご自身でも保険準備と健康保険証の持参をおすすめします。 

・主催者は参加者の安全に十分配慮をしますが、厳冬期の異常気象下では怪我などの不運が重なると生命の危険

もあり得ることを各自認識し、ホイッスル等を携行し救助準備ができる準備を推奨します。 

・本大会は最小限の人数で運営しますので、参加者の皆様も円滑に運営進行するようご協力お願いします。 

・ゴミは必ず持ち帰ってください。 

 

 

ワクシングルームの利用について 
 

ペンション リゾートイン ミワ の地下１階にワクシングルームが用意されております。 

 

 

テレインプロフィール 
 

本テレインは、岩手県の北部に位置し、例年この時期は土塁が隠れるほどの積雪となりますが、１月２４日現在、

土塁が視認できる積雪にとどまっています。 

競技エリアは、安比高原スキー場周辺に広がる比較的傾斜の緩い森林地帯となります。 

 

 

コースプロフィール （コース設定者 日下 雅広） 

 

競技エリアには除雪されていない道路や切り開きが存在します。これらを利用したトラックネットワークによ

り、ハイスピードなレース展開が予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


