
2021 年 世界選⼿権(WOC)フォレスト枠 [7/3-9 チェコにて開催] 

2021 年 ジュニア世界選⼿権(JWOC) [7/11-16 トルコにて開催] 

⽇本代表選考会および併設イベント  プログラム 

開 催 ⽇ 2021年4 ⽉11 ⽇（⽇） 

主   催 公益社団法⼈⽇本オリエンテーリング協会（JOA） 

共   催 静岡県オリエンテーリング協会 

協   ⼒ スポーツビレッジ村⼭ジャンボ

協   賛 株式会社ニチレイ 

主要役員 選考会総責任者 稲葉 英雄（⽇本オリエンテーリング協会） 
競技責任者・コースプランナー   ⼩泉 成⾏（静岡県オリエンーリング協会） 
運営責任者 村越 久⼦（静岡県オリエンーリング協会） 
イベントアドバイザー 藤井 範久（⽇本オリエンテーリング協会） 

開催判断と返金について 
静岡県東部地⽅に荒天予報や災害発⽣があった場合、静岡県に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣⾔の発出があっ

た場合は開催を取り⽌めます。また他の地域で同じ状況が⽣じ、参加者の多くが安全に参加できないと判断した場合は開催
を中⽌します。中⽌とする場合は当⽇朝6時までに選考会ウェブサイトでお知らせし、判断時期に応じて下記の通り返⾦しま
す。 

新型コロナウイルスに感染または感染している可能性が⾼い場合（濃厚接触者を含む）は事前に問い合わせ先に連絡を
いただいた場合に限り下記の通り返⾦します。 
4⽉4⽇までに開催（参加）を取りやめる場合︓  ⼤会の準備に掛かった経費と⼿数料を除いた⾦額を返⾦ 
4⽉5⽇以降に開催（参加）を取りやめる場合︓  返⾦はありません 

新型コロナウイルス感染症予防のお願い 
新型コロナウイルス感染予防のため参加者には下記のお願いをいたします。 

参加に当たっては下記 JOA のガイドラインに⽬を通し遵守してください。 
当⽇の朝、受付前までに下記 URL から健康状態を⼊⼒してください。（必ず当⽇提出してください。前⽇提出不可） 
https://runnersmate.sakura.ne.jp/aichiol/cgi-bin-checksheet/send_info.cgi?event=20210411 
2 週間前から検温し、2 週間前から当⽇までに 37.5℃以上の発熱があった場合は参加を控えてください。 
3 ⽉ 28 ⽇以降に濃厚接触者として検査や隔離の対象となった場合は参加をお控えください。 
3 ⽉ 28 ⽇以降に海外渡航した場合は参加をお控えください。 
参加にあたってはレース中を除き必ずマスクを着⽤してください（スタート地区まで着⽤をお願いします）。 
会場では密を避け、会話時は距離を取って⾏ってください。会話をしながらの⾷事は控えてください。 

2021年4⽉5⽇ 修正版 



 

会場情報 

会場 
スポーツビレッジ村⼭ジャンボ （〒418-0012 静岡県富⼠宮市 村⼭10712） 
座標︓35.259865, 138.668391                   グーグルマップへのQRコードリンク→ 

会場へのアクセス 
公共交通機関︓JR「富⼠駅」または新幹線「新富⼠駅」からタクシー。約17km、30分、5500〜6500円程度。 
⾃家⽤⾞   ︓東名「富⼠IC」新東名「新富⼠IC 」より約12km、20 分。 

売店等について 
会場および会場周辺には売店やコンビニエンスストアはありません。昼⾷等は事前に各⾃でご⽤意ください。 

宿泊斡旋 
宿泊斡旋は⾏いません。各⾃で⼿配してください。 

会場図 
第1駐⾞場が満⾞の場合は第2駐⾞場へお回りください。 

 
会場周辺図（地理院地図より作成） 

 
  



 

競技情報 

スケジュール 
開場︓     08:30 
受付開始時刻︓  09:00〜11:30（当⽇申込はありません） 
スタート時刻︓   10:30〜12:40（この時刻以降のスタートはできません） 
フィニッシュ閉鎖時刻︓ 14:00 
代表選⼿発表︓  決まり次第⾏います 
閉場︓   15:30 

競技形式 
フォレストでのポイントオリエンテーリング（MS・WSはミドルディスタンス、MSJ・WJSはロングディスタンス） 
「⽇本オリエンテーリング競技規則」に基づいて⾏い、EMIT 社電⼦パンチングシステムを使⽤します。 

地図 
静岡県オリエンテーリング協会作成 「⽇沢」 を⼀部修正拡⼤ 
縮尺 1:10,000、 等⾼線間隔 5m、 ISOM2017-2準拠、耐⽔加⼯（ポリエチレン袋封⼊）済み 
コントロール位置説明 IOF記号表記 
 
特殊記号︓（⿊）× （記号番号５３１） 人工特徴物（ほこら・罠（捕獲器）） 
その他記号： 明確な植生界（記号番号４１６）には緑の破線- - - -を利用 
 
ＭＪＳクラス・ＭＪＳＣクラス：フリップ式の２マップです。裏表にコースが印刷されており、１枚目の最

後のコントロールが２枚目のスタート 
に対応します。1枚目は緑の枠、2枚目は紫の枠で、大きな文字で「１枚目」「２枚目」と表記しています。 
 
特徴物について：地図図式（ＩＳＯＭ2017-
2）の規定より小さい特徴物でも現地で明瞭な特徴物（岩やがけ）は地図に記載しています。 
 
「⽇沢」 の既存地図を下記 URL で公開します。 
http://www.orienteering.or.jp/wp-content/uploads/Foot-O-NT/HISAWA_Sample_map.jpg 

テレインプロフィール 
富⼠⼭南麓の標⾼ 
400~550m、緩やかな斜⾯に位置する植林地が主です。植林のため林道や作業道が多く発達しています。通⾏可能度は
全体的に悪いですが、⾛りやすい林も部分的にあります。地表はやわらかく岩盤が露出している箇所はほとんどありません。深
い沢が何本か⾛っており、ところによっては急峻な崖となっているので注意が必要です。テレイン内に数軒⺠家があります。敷地
内はもちろんその周辺を⽴⼊禁⽌区域に指定している箇所があります。⽴ち⼊らないよう⼗分注意してください。 

事前の立入禁止区域 
レース出場者は既存オリエンテーリングマップ「⽇沢」（国道469号線上を除く）へのオリエンテーリング⽬的の⽴ち⼊りを禁⽌
します。 



 

トレーニング機会 
トレーニングコースは設けませんが、近隣の「村⼭⼝登⼭道（北）」で開設されている静岡県オリエンテーリング協会のサマーチ
ャレンジコースを利⽤できます。 

服装・靴に関する注意事項 
競技のための服装は肌の露出がないものを推奨します。⾦属ピン付きシューズも使⽤可能です。 

過去３年間の気象状況 
富⼠（標⾼66m地点）の過去3年間の気象データ 

⽇付 降⽔量 最⾼気温 最低気温 ⽇照時間(h) 
2018年4⽉11⽇ 3.5 mm 18.6℃ 10.0℃ 0.3 

2019年4⽉11⽇ 0.5 mm 19.2℃ 6.5℃ 5.5 

2020年4⽉11⽇ 1.5 mm 16.3℃ 8.5℃ 4.4 
※観測地点と⼤会テレインの間の標⾼差は約500m(観測地点との標準的な気温差は3~4℃)です。 

ドーピング検査 
本選考会は⽇本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象レースです。 

裁定委員 
本⼤会は裁定委員（3名）を設定します。裁定委員は当⽇公式掲⽰板にて発表します。 

選考クラス出場条件 
MS、WS、MJS、WJSに出場する選⼿は下記条件に適合している必要があります。 
共通︓⽇本国籍を有し、本戦受付時に⽇本のパスポートを提⽰できる者。パスポートの取得は選考会後でも構わないが、パ
スポート取得には時間を要する旨を留意すること。 
MS、WS︓2021 年3⽉24⽇ までにアドバンスト選⼿登録した者 
MJS、WJS︓2021年3⽉24⽇ までにアドバンスト選⼿登録した2001年1⽉1⽇以降⽣まれの者 

シード選手の設定 
MSクラスは強化選⼿およびオリエンテーリング⽇本ランキング（フォレスト、2021年3⽉25⽇）11位までの選⼿を、WSクラス
は強化選⼿をシード選⼿としてスタート間隔を置くようにしています。 

コース情報 
コース情報を変更する場合は⼤会会場の公式掲⽰板にてお知らせします。 
位置説明表の最⼤サイズは16cm×7cmです。 
 
 
 



クラス 優勝設定時間 競技時間 距離 登り 備考 

MS MSC 38 分 76 分 4.8km 280m 

WS WSC 35 分 70 分 3.5km 220m 

MJS MJSC 60 分 130 分 7.0km 390m ２マップ 

WJS WJSC 55 分 120 分 4.5km 240m 

MVA 30 分 90 分 2.7km 170m 

WVA 30 分 90 分 2.1km 125m 

WB 30 分 90 分 2.0km 120m MB はエントリーなし 

競技の流れ

体調チェック提出 
当⽇の朝、受付前までに下記ウェブサイトから各⾃の健康状態を送信してください。（必ず当⽇提出してください。前⽇提

出不可） 
https://runnersmate.sakura.ne.jp/aichiol/cgi-bin-checksheet/send_info.cgi?event=20210411 

受付（9:00～11：00）
まず受付にて体調チェックの提出確認を⾏います。体調に問題がある場合は出⾛できません。提出確認できた選⼿にバック
アップラベル・レンタルEカード（希望者のみ）・ウォーミングアップマップ等を受け取ってください。当⽇申込はありません。

受付そばに公式掲⽰板を設置します。本プログラムから変更になった事項などを掲⽰しますので必ずご確認ください。
申込に不備があった⽅については公式掲⽰板にてお名前を掲⽰します。受付にお越しの上、不備内容を確認してください。

不備のあるまま出⾛した場合は失格とすることがあります。 
希望者にはコンパスの貸し出しを⾏います。受付にて保証⾦2,000円を⽀払って借りてください。保証⾦は競技後、コンパ

ス返却の際にお返しいたします。なお貸出し数には限りがありますので予めご了承ください。

スタートまで

Eカードがないと出⾛できません。忘れずに持ってきてください。 
スタート地区までテープによる誘導はありません。ウォーミングアップマップを使って各⾃でスタートへ向かい、スタート前のウォー

ミングアップはウォーミングアップマップ内で⾏ってください。スタート地区までは最短ルートで徒歩15分です。
スタート地区にトイレはありません。またスタート地区から会場までの防寒具輸送やスタート地区での給⽔は⾏いません。輸
送や給⽔が必要な場合はクラブ、チームで対応をお願いします。 

スタート地区にごみ袋を⽤意します。ウォーミングアップマップやスタート地区まで着⽤していた使い捨てマスクを⼊れてください
。 



 

スタート方式 

図の通りスタートしてください。なおMJSおよびMJSCは2マップのためスタート役員が地図を⼿渡します。 
計時はスタートユニットからEカードを離した時点から開始されます（リフトアップスタート）。 

 
 
 
 
 

 

コース上の注意事項 
スタート地区からスタートフラッグまで、ならびにラストコントロールからフィニッシュまでは⾚⽩テープによる誘導を⾏います。 
テレイン内に給⽔所を設けます。給⽔所では⼤会役員が給⽔を⽤意します。 
地図上で⽴⼊禁⽌区域に⽰された場所には⽴ち⼊らないでください。危険な場所（特に注意が必要ながけの上部など）

や地図に表記できない⼩さな⽴⼊禁⽌区域は⻘⻩テープでマーキングします。 
テレイン内には⽴⼊禁⽌と書かれた看板がありますが、地図上で⽴⼊禁⽌区域に指定されていなければ通⾏可能です。 

フィニッシュ方式、計測 
計時はフィニッシュユニットにパンチした時点で終了します（パンチングフィニッシュ）。フィニッシュ後は会話を控え速やかに会

場に戻り、係員の指⽰に従って記録の読み取りを⾏ってください。フィニッシュから会場そばまではテープ等で誘導します。 
地図回収は⾏いません。競技前の選⼿に⾒せないようにしてください。⼤会本部に救護所を設けます。 

速報・地図販売・未出走者の地図・表彰式 
速報は選考会対象クラスのスタート終了後にオンラインにて⾏います。リンク先は会場に掲⽰します。 
13:30頃より受付にてコース図の販売（1枚400円）を⾏います。 



 

未出⾛者の地図は13:30頃より受付にてお渡しできます。同じクラブのお知り合い・ご友⼈等は申し出てください。なお未出
⾛者の地図の郵送は⾏いません。 
表彰式はありません。決まり次第代表選⼿の発表を⾏います。 

調査依頼 
競技に関する疑義が⽣じたときは調査依頼をすることができます。調査依頼は、本部備え付けの⽤紙に記⼊の上、14:20

（フィニッシュ閉鎖20分後）までに本部に提出してください。調査依頼に対する回答に疑義がある場合は、競技規則 24.4 
に基づき提訴をすることができます。提訴は回答の 15 分以内に本部備え付けの⽤紙にて本部へ提出してください。 

入浴 
会場の村⼭ジャンボ様のご厚意でレース後に⼊浴できます（1回500円）。⼊浴時は密にならないよう⼊浴⼈数を制限す

る場合があります。⽀払い⽅法等は当⽇の案内を確認してください 
 
 

その他注意事項 

・ オリエンテーリングはアウトドアで⾏うスポーツであることを理解し、参加してください。 
・ 未成年者は保護者の同意を得て参加してください。  
・ 年齢、性別の虚偽申告や申込者本⼈以外の出場（不正出場）、および⽋席者の代わりに出場すること（代⾛）は
認めません。 

・ 「開催判断と返⾦について」に記載した理由以外での参加費返⾦は致しかねます。 
・ 主催者は選考会中の傷病や事故などに際し、応急措置を除きその責任を負いません。 
・ スポーツ傷害保険には主催者側でも加⼊しますが、各⾃で体調管理に責任を持って参加してください。健康保険証の持

参をお勧めします。 
・ ごみはすべてお持ち帰りください。競技中もごみを落とさないよう注意してください。 
・ 申込み時の個⼈情報については、本選考会運営上必要な場合以外は使⽤いたしません。なお参加者の⽒名・所属・

性別はプログラム（スタートリスト）や結果に掲載され、インターネット上でも公開されます。 
・ 選考会中の写真、映像、記事、記録などの肖像権・掲載権はすべて主催者に属します。 
・ 主催者は選考会中の紛失、盗難、事故などについて⼀切の責任を負いません。貴重品の管理は各⾃でお願いします。
荷物預かりの予定はございません。 

・ 参加者が⾃⼰または第三者に与えた損害に対し、主催者は⼀切責任を負いません。 
 
 

お問い合わせ先 
JOA強化委員会ウェブサイト︓ http://www.orienteering.or.jp/nteam/ 
Eメール︓ kyouka@orienteer.jp 
TEL:  090-1771-7702（⼊江携帯）緊急時以外はEメールをご利⽤ください。 
担当者︓ ⼊江 崇（JOA強化委員会） 

 
 


