第 30 回全日本リレーオリエンテーリング大会
プログラム

開催期日

２０２２年６月１２日（日）

競技場所

岐阜県中津川市上野地区（椛の湖西部）

競技会場
主
催

中津川市坂下町上野地区集会場
公益社団法人日本オリエンテーリング協会（JOA）

主

管

岐阜県オリエンテーリング協会内 2021 年度全日本リレー大会実行委員会

後

援

スポーツ庁、公益財団法人健康・体力つくり事業財団、公益財団法人日本スポーツ協会、

協

力

岐阜県、中津川市、中津川市教育委員会
椛の湖オートキャンプ場

協

賛

雨天決行・荒天中止

－0－

－1－

新型コロナウイルス感染拡大防止対応
新型コロナウイルス感染拡大防止のために、以下の点についてご協力、ご留意をお願いいたします。
１．全般的事項
・マスクの着用、こまめな手洗い、手指衛生の励行をお願いします。状況により、手袋、ゴーグル、
キャップなどの着用も考慮してください。
・密集や大声を避ける適切な行動をお願いします。
・地元の方の意向を尊重し、地元への協力、迷惑をかけない適切な行動をお願いします。
・スマートフォンを活用した接触確認アプリを活用してください。
２．申込～来場まで
・野外会場ですので、そのための準備をしてください。
・大会の前から体調に留意し、当日の朝、検温をしてください。
発熱のある方、調査用紙の①～⑧に該当する症状のある方は参加をご遠慮ください。
当日体温測定をさせていただく場合があります。
・当日の体温が概ね 37.5℃以上。
・開催 2 週間前までに以下の事項が認められる場合。
・平熱を超える発熱(概ね 37.5℃)
・体調不良(咳、咽頭痛、風邪の症状、倦怠感、臭覚味覚異常など)
・大会開催日より過去 2 週間前までに政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、
地域への渡航やその方との濃厚接触がある場合
・大会前日あるいは当日でスマホ入力の WEB 体調調査シートの入力にご協力ください。
WEB 体調調査シート URL は https://forms.gle/YkK6KQ2qsEqWcU5Z8 です。
紙版の体調調査用紙も受付に用意していますので６月１１日あるいは１２日の受付に提出してくだ
さい。
（注：万一、本大会参加者の中から感染者が出た場合に、ほかの参加者や保健所などに連絡するための
ものです。これにより得られた個人情報に関しては、上記目的以外では使用しません。提出された書
類は大会終了後 1 ヶ月間保存し、その後破棄いたします。）
・医療機関の受診に備えて、健康保険証やお薬手帳をご持参ください。
３． 競技中
・他者との十分な距離の確保や位置取りを考慮してください。
・フィニッシュ後は、その場での滞留を避けるようにしてください。
・唾や痰を吐くことは極力行わないでください。
４． 会場にて
・トイレ使用前後の手指衛生（十分な手洗いと消毒薬の使用）を心がけてください。
・速報ボード・掲示板の前、物品購入、表彰式、地図返却などでは、密集・長居を避け、スムーズな運
営に協力してください。
・速報や、次走者呼び出しの為の中間速報はインターネットを介して提供いたします。
・競技後の交流、意見交換の場では、マスクを着用するなどの感染予防策をし、短時間に留め、大声を
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出すのは避けてください。クラブミーティングなどは、事後にオンラインで行うことなども検討して
ください。
・飲食については、指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離をとって、対面を避け、会話は控
えめにしてください。
５． 事後
・体調管理は自己責任です。競技の後の、保温、休養、栄養補給などの体調管理に努めてください。
・もし自身あるいは大会に参加していた知人が発症した場合には、それを主催者に連絡してください。
特にその方との濃厚接触者がいたかどうかについても情報提供するようにしてください。
本大会は、日本オリエンテーリング協会の定める「新型コロナウイルス感染防止のためのガイドライン」
に沿って開催します。
日本オリエンテーリング協会「オリエンテーリング大会・練習会開催時における新型コロナウイルス感
染防止のためのガイドライン」
https://www.orienteering.or.jp/events/covid-19_guideline/

１

大会役員

大会名誉会長

古田

肇

（岐阜県知事）

大会名誉副会長

青山

節児

（中津川市長）

大会会長

堀井

学

実行委員長

山川

克則

副実行委員長
運営責任者

糸魚川 典芳（中津川市坂下総合事務所）
坂野 翔哉 （坂野山遊地図企画）

２

（公益社団法人日本オリエンテーリング協会会長）

競技役員
（岐阜県オリエンテーリング協会）

競技責任者・コース設定者
西村

徳真

（NishiPRO）

イベントアドバイザー 宮西 優太郎 (宮西山野精図)
渉外責任者
山川 克則 （岐阜県オリエンテーリング協会）
スタッフ
高野 兼也、的場 洋輔、鈴木 璃土、佐藤 大樹、岩田 健太郎、中野 喬博、加藤 恵理、
橋本 八州馬、牧ヶ野 敏明、豊田 維康、扇本 義子、千藤 昭彦、山川 順子、小野 賢二、
髙村 卓、山本 賀彦、山内 隆洋(順不同)
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３

スケジュール

６月１１日(土)

トレーニングコース・プレイベント・開会式

トレーニングコース・プレイベント：椛の湖オートキャンプ場、トレーラーハウス前のあずまや
12：00 ～ 14:30
受付：椛の湖オートキャンプ場、トレーラーハウス前のあずまや
開会式・テクニカルミーティングほか（zoom 併用、アドレスは JOA の web 等に掲載します）
開会式会場: 椛の湖湖畔広場､トレーラーハウス前
12:00 ～
15:00 ～ 16:00

受付（欠場連絡等）
開会式、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）

６月１２日(日)
第 30 回全日本リレーオリエンテーリング大会
会場: 中津川市坂下町上野地区集会場
8：30

開場

8：30 受付 （～9:45） 地図・SI はチーム毎に配布します。
9：00 一般クラス走順票 提出締切
10：20

ME クラス １走招集

10：30

ME クラス １走スタート

10：35
10：40

WE
MJ

MS WS クラス １走スタート
WJ クラス 1 走スタート

10：45

MV

WV

XV

XJ クラス １走スタート

10：50

R1

R2

R3

クラス １走スタート

12：30（予定）
13：40（予定）

地図自己回収終了（後述の説明をお読みください）
繰り上げスタート

13：50（予定）

表彰式（順位決まり次第）・閉会式

15：10

フィニッシュ閉鎖

問い合わせ先 （６月１０日まで）
公益社団法人 日本オリエンテーリング協会
TEL ： 03-5843-1907

全日本リレー大会係

FAX ：03-5843-1913

E-mail ： entry@orienteering.or.jp

大会前日及び当日（６月１１日．１２日）の問い合わせ先、緊急時の連絡先
090-7443-4588 (オノ)
大会中止の判断
・選手の安全性を鑑み、気象状況により大会を中止する場合があります｡
・中止する場合は、大会ウェブサイト（

https://www.orienteering.or.jp/events/jroc/2021gifu/

）

に当日 7:00 までにその旨を掲載する予定です。
・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。
・新型コロナウイルスの感染拡大のため、都道府県をまたぐ移動が禁止となった場合は、開催を
中止する場合があります。

－4－

４ ごあいさつ
祝

辞

大会名誉会長
岐阜県知事

スポーツ庁長官
室伏 浩治

古田 肇

第３０回全日本リレーオリエンテーリング大会
が、岐阜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。
スポーツ庁におきましては、本年４月にスター
トした第３期スポーツ基本計画に基づき、スポー
ツが生活の一部となり、スポーツを通した「楽し
さ」や「喜び」の拡大、共生社会の実現など、一
人一人の人生や社会が豊かになる「スポーツ・イ
ン・ライフ」という姿を目指し、スポーツの振興
に資するための施策に取り組んでいます。
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、スポー
ツを通じた健康増進や、多種多様なスポーツ環境
の充実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、感染症対策を講じながら本大会の開催
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。

第３０回全日本リレーオリエンテーリング大会
が、岐阜県中津川市において、盛大に開催されま
すことを心からお慶び申し上げます。
全国各都道府県より参加の選手・監督並びに関
係者の皆様、
「清流の国ぎふ」にようこそお越しく
ださいました。岐阜県民を代表して心から歓迎申
し上げます。
皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス
感染症により、スポーツ活動が思うようにできな
い状況下であるにもかかわらず、日頃の練習を地
道に積み重ねられていると思います。本日は、そ
の練習の成果が十分に発揮されることを願ってお
ります。
本県では、今年度より第２期清流の国ぎふスポ
ーツ推進計画をスタートさせ、
「誰一人取り残され
ないスポーツ立県・ぎふ」を基本目標に掲げまし
た。この目標により、子どもから高齢者まであら
ゆる世代がそれぞれの関心、適性等に応じて多様
なスタイルでスポーツを楽しみ、スポーツの持つ
力で生涯にわたり健康と生きがいを得られる「清
流の国ぎふ」を実現してまいりたいと思います。
また、本県では、高山市・下呂市にナショナル
トレーニングセンター高地トレーニング強化拠点
施設に指定されている飛騨御嶽高原高地トレーニ
ングエリアを設置しております。東京２０２０大
会で活躍した国内外のトップアスリートをはじめ、
国内の実業団チームや大学、高校にも大変好評を
いただいています。今後も高地トレーニングのメ
ッカとすべく環境整備を進めていきますので、ぜ
ひ皆様のトレーニングの場としてご活用ください。
選手の皆様には、日頃の練習の成果を思う存分
発揮され、自己記録の更新はもとより、世界への
足がかりとなる大会となることを期待するととも
に、この機会に、岐阜県の清流をはじめとする豊
かな自然や歴史、伝統文化、美味しい食などの魅
力に触れていただければ幸いです。
終わりに、本大会の開催にご尽力された関係の
皆様方に深く敬意を表しますとともに、本大会の
成功と選手の皆様のご健闘を祈念いたします。
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主催者あいさつ
大会名誉副会長
中津川市長
青山 節児

公益社団法人
日本オリエンテーリング協会

会長 堀井 学

「第 30 回全日本リレーオリエンテーリング大
会」が、中津川市において盛大に開催されますこ
とを心からお慶び申し上げるとともに、全国各地
から中津川市へお越しいただいた選手・関係者の
皆様を心より歓迎申し上げます。
中津川市は、日本のほぼ真ん中に位置し、日本
百名山の恵那山、清流木曽川や付知川など豊かな
自然に囲まれ、古くから東山道や中山道、南北街
道などが通る交通の要衝として、人と人との交流
の中で栄えてきました。街道によって文化が育ま
れ、感性が磨かれる中から、文豪島崎藤村や画家
の前田青邨、熊谷守一など多くの偉人を輩出して
きた歴史を感じることができるまちです。
本年は、市制７０周年を迎える年であり、昭和
２７年の市制施行以来、昭和、平成と合併を重ね
るにつれ、当市の自然・産業・人的資源は大きく
なり、魅力が膨らんできました。何代にもわたり
受け継がれてきた農林業、街道とともに築き上げ
られた商業、近年はものづくりのまちとして注目
される工業など幅広い魅力が備わっています。
また、中津川市には２０２７年開業予定のリニ
ア中央新幹線の岐阜県駅と沿線で唯一となる整備
工場を有する中部総合車両基地が設置され、リニ
ア開業により、東京とは約１時間、名古屋とは約
１５分で結ばれることとなります。全国から多く
の方が中津川へ訪れていただくことを期待すると
ともに、近い将来にリニアが走行する時代を迎え
るにあたって、
「つなげる～７０周年、そして未来
へ～」をテーマに豊かな資源、魅力を次代につな
げるまちづくりを進めているところです。
本競技は自然の中でチェックポイントを辿りな
がら、可能な限り短時間で走破することが重要で
すが、椛の湖周辺の持つ魅力を十分に感じていた
だき、日頃の練習の成果を十分発揮されますとと
もに、今大会を通じて参加者相互の友好、交流が
より一層深められますことをご期待申し上げます。
結びに、本大会の開催にあたりご尽力いただき
ました関係者の皆様に深く感謝と敬意を表すとと
もに、大会のご盛会をご祈念申し上げます。

第 30 回全日本リレーオリエンテーリング大会
を、
岐阜県中津川市で開催する運びとなりました。
主催者を代表してごあいさつ申し上げます。
本大会は 2021 年度の大会として企図されたも
のの、新型コロナウイルス感染症とそれを取り巻
く情勢により当初予定のテレインでは開催不可能
となりました。代替開催地を募り準備してきまし
たが、長引く第 5 波の影響で延期となり、年度を
跨いでようやく今日にたどり着きました。
今回のテレインは、本場ヨーロッパにも比肩す
るきわめて良好な森であると聞き及びます。この
素晴らしい地で、それぞれの所属を代表する選手
の皆様が躍動し、ベストの成績をあげられますよ
う、ご健闘をお祈りします。また、選手権クラス
以外の参加者の皆様もトップレベルのレースから、
自分の次につながるような良い刺激を得られるこ
とを期待しています。
人々の流れが活性化するにつれ、まん延の指標
となる新規感染者数も増加するという傾向は否め
ません。それでも尚、全国から選手・参加者が集
まるスポーツイベントを開催するということには、
大きな懸念が伴います。マスク着用等感染防止対
策に引き続きご協力をお願いします。
そして、
「全日本」大会を実施するという固い意
志と、全競技者の目標である「選手権」大会をそ
う簡単には諦めないという粘り強い努力を続けら
れた、
岐阜県オリエンテーリング協会の皆様には、
深く敬意を表しますとともに改めて厚くお礼申し
上げます。
終わりに、本大会の開催にあたりご後援いただ
きましたスポーツ庁、公益財団法人 健康・体力つ
くり事業財団、公益財団法人 日本スポーツ協会、
岐阜県、中津川市、中津川市教育委員会等、また
多大なるご協賛をいただきました関係各位に心か
らお礼申し上げ、ごあいさつといたします。
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５

会場等交通案内
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JR 坂下駅⇔同乗者降車場⇔駐車場⇔会場、の概念図

参加者駐車場について
椛の湖自然公園駐車場（11 日、12 日とも）
・駐車券は発行しません
・駐車場では係員の指示に従ってください
・駐車場内では、お互いに注意協力して駐車してください。
・主催者は事故の責任を負いません。

バス輸送について。
6 月 11 日 バス輸送はありません。
6 月 12 日 坂下駅発バス時刻表
第 1 便バス 8:00 坂下駅発 8:20 降車場着 （名古屋駅 6:13 発 坂下駅 7:50 着と接続）
第 2 便バス 8:30 坂下駅発 8:50 降車場着 （名古屋駅 6:27 発 坂下駅 8:23 着と接続）
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一般駐車場発バス時刻表
8:50 駐車場発 9:00 降車場着
9:20 駐車場発 9:30 降車場着
9:30 駐車場発 9:40 降車場着
10:00 駐車場発 10:10 降車場着 （10:30 スタート開始時刻予定）
バス乗車は、事前に料金をお支払いになった方が優先での乗車になります。残席がある場合に限り、
当日料金を支払って乗車することも可能です。係員の指示に従ってください。料金は坂下駅から降車場
まで片道 1,000 円（高校生以下 500 円） 往復 2,000 円（高校生以下 1,000 円） 一般駐車場から降
車場まで片道 500 円 一般駐車場から降車場まで往復 1,000 円です。
帰りのバスについては、閉会式終了後（14:30 頃）を目途に順次発車いたします。当日の放送案内に
従ってください。

（左）坂下駅方面から椛の湖へのお車での道（間違いやすい場所）
信号のある「矢淵」交差点のすぐ先の信号のない左Ｔ字路を左折、コメリがランドマーク
（右）駐車場である「椛の湖自然公園駐車場」へのお車での入口（右折）、車が一旦停止しているあた
りがバス乗り場

同乗者降車場・バス降車場の消防詰め所、会場へは右側の道路を入っていく。
－9－

競技会場・本部周辺の案内図

－10－

６

走順票の提出

７

選手権クラス

トレーニングイベント

・トレーニングコースの開設はありませんが，全

・提出期限 6月8日（水）正午必着厳守

日本リレー前日の開会式の前に、本戦隣接「椛

・選手権クラスの提出用「走順票」は、大会ウェ

の湖」の一部でウォーミングアップイベントを

ブサイトに掲載しています｡

開催します。

・走順票に、各クラスの登録名簿の正選手及び補

・開催時間：12：00 ～ 14:30 (スタートは14:00

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

まで)
・受付：椛の湖オートキャンプ場、トレーラーハ

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

ウス前のあずまや
・フラッグは設置しておりません。範囲を決めて

ずご使用ください。）

の自由練習形式です。

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号

・荷物等については各自で管理してください。

JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 4階

参加費：800円、学生・生徒 500円、当日支払い。

（公社）日本オリエンテーリング協会

地図を保護するポリエチレン袋は各自用意くだ

「全日本リレー」係

さい。（販売は50円）

FAX 03-5843-1913

主管：ヤマカワオーエンタープライズ

E-mail entry@orienteering.or.jp

可能な限りメールで事前連絡ください。飛び込

・期限までに走順票の提出がない場合は､プログラ

み参加も一応可能です。

ム記載の名簿順を走順とします｡

連絡先：ymoe.entry●gmail.com

・選手権クラス走順一覧表は､テクニカルミーティ

●はアットマーク

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｡

８ 開会式・テクニカルミーティングなど

・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

日時：6月11日（土） 12:00～17:00
会場：椛の湖湖畔広場､トレーラーハウス前

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

テクニカルミーティングでは、競技説明・質疑
応答等を行います。

に内容等を明記した書類に署名し、大会当日9
時30分までに大会本部へ申告してください。交

SIカード、競技地図等は翌日の朝の受付でお渡
しいたします。

代の可否は、競技責任者が決定します。本処置

事前に質問のある方は連絡願います。

により出走を取りやめた選手は、本大会全ての

entry@orienteering.or.jp

競技に出場できません｡

一般クラス
・提出期限 6月12日（日）午前9時00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
受付に提出してください。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。

－11－

９

競技情報

テレインプロフィール・履歴

競技形式
リレーオリエンテーリング（1チーム3名）

・2018.6.17 第 44 回全日本オリエンテーリン

競技規則

グ大会(ロング・ディスタンス)開催

「日本オリエンテーリング競技規則」による

・2019.11.10 日本学生オリエンテーリング選

競技用地図

手権ロング・ディスタンス競技部門開催場所

地図：「椛の湖（西部）」

・2014.12.7 第 23 回全日本リレーオリエンテ

縮尺 1:10,000 (すべてのクラス)

ーリング大会(今回のエリアは被りはありませ

等高線間隔 5m

ん)

図式：ISOM2017-2 準拠
今回のテレインは上記大会の距離長いクラ

A4判、カラープリンタ印刷、ポリ袋封入済
地図記号凡例

スでのみ使用した椛の湖西部(リンク画像参

特殊記号

照)が舞台となります｡コロナ禍による三重県
の里山テレインでの中止を受けて､代替開催候

×（黒）：人工特徴物

補地の公募に地元たっての全国大会誘致の動
きがあり､応募の上 JOA 理事会にて代替開催が

地図調査
西村徳真、宮西優太郎による修正調査（調査期

決定しました｡テレイン内に人家は一桁しかな

間 2022年1～4月）

く､視界の良い森が延々と展開します。高低差
が 40～50m あり､好成績を上げるには高度を維

競技用地図の配布

持しながらのルートチョイス、地形読み・方向

・大会大会当日の受付にて、競技用地図とSIカー

維持が必要なテレインである｡

ド（SPORTident 社電子式カード）、ナンバーカー
ドをすべてのクラスおいてチーム単位で封筒に入
れて配布します。欠席のチームがある場合にはス
タート開始前に直ちに受付まで袋ごと返却くださ
い。欠席チームの地図は、繰り上げスタート後に
再度受付に来ていただければお渡しいたします。
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。出走前
に紙テープを外して地図を見ることはできませ
ん。紙テープが外されていることが判明した場
合は失格となります。
地図の裏面には、ナンバーカードと同じ数字が
印刷されています。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

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

6.1～6.3km

320m

135 分

270 分

WE

4.4～4.5km

220m

120 分

240 分

MS

4.9～5.0km

250m

135 分

270 分

WS

3.5～3.6km

170m

120 分

240 分

MJ

4.9～5.0km

230m

135 分

270 分

WJ

3.1km

120m

120 分

240 分

MV

4.4～4.5km

220m

135 分

270 分

WV

3.5～3.6km

170m

120 分

240 分

XV

3.1～3.2km

150m

120 分

240 分

XJ

3.1km

120m

80 分

240 分

【一般クラス】
R1

4.9～5.0km

250m

-

270 分

R2

4.4～4.5km

220m

-

270 分

R3

3.1～3.2km

150m

-

240 分

さい。1の位の数字が走順を表します。

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

－12－

表するとともに、公式掲示板に掲出します。

ずSIカードをクリアステーションに差し込みク

全クラスとも、図に示すようにスペクテイター

リア（初期化）をしてください。次に、チェッ

ズ区間が会場レイアウトの都合上非常に短いもの

クステーションに差し込みSIカードのチェック

になっています。それを補う手段として、 Lap

をしてください。（ランプの点灯及び音を確認

Centerのライブ中継（→中間速報）を利用してく

する。）その後、SIテストステーションにSIカ

ださい。全コース会場まで残り500-800m（直線距

ードを挿入して動作することを確認してくださ

離）の地点に最終のオンラインコントロールを設

い。この処理を行わないとコントロールの通過

置しています。

証明が記録として残りません。SIカードの動作
が確認出来ない場合は係員に申し出てください。
・SIカードをユニットの穴に差し込んでください。
それでも動作しない場合はコントロールにつ
けられているピンパンチで、地図のリザーブ欄
にパンチしてください。
・ピンパンチによるパンチは、SIステーションの
故障でない場合に使用しても通過証明にはな
りません。

ラップセンターのURLです。

・SIカードに記録がなく、かつピンパンチによ
るパンチも無い場合は、失格（コントロール不

服装・シューズ

通過）となります。

・特に制限はありませんが、身体の露出の少ない

（参考：「競技規則等の運用に関するガイドラ

服装を推奨します。また、ピン付きシューズの

イン」18項参照）

使用についても特に制限はありません。
[コントロールで間違った記印をした場合の対処
電子パンチングシステムについて

方法]

・本大会ではSPORTident 社製パンチングシステム

・同じ番号のコントロールで続けて2回以上パン

を使用します。全クラスともに、主管者が配布

チした場合、最初のパンチのみが記録されます。

するSIカードを使用します。個人所有のSIカー

2回以上パンチしても問題はありません。

ドの使用はできません。また、今回使用するカ

・途中で間違ったコントロールでパンチした場合

ードはSIAC（タッチフリー）には対応しており

も、そのまま正しいコントロールに行ってパン

ません。必ずステーションの穴に音がするまで

チしてください。間違ったコントロールのパン

カードを差し込んでください。

チが記録されても、正しい順番で回ったことが

・各チームに第1～第3走者用SIカード 3枚を地図

確認できれば完走と認めます。

とともに封筒に入れて配付します。SIカードの使

例1) 7→8→9と行くべきところ、7→9とパンチ

い回しは認めません。各選手は自分のチーム・ク

した場合⇒そのまま8に戻ってパンチをし、

ラス・走順が記載されたSIカードを必ず使用して

その後再び9をパンチします。

ください。指定以外のSIカード（他の選手のSIカ

（7→9→8→9）

ードや個人所有のSIカード）を使用した場合は失

例2) 7→8と行くべきところ他のクラスのコント

格となります。

ロールＸでパンチした場合⇒そのまま8に

・SIカードを紛失・破損した場合は損害金8,000

行ってパンチします。（7→Ｘ→8）

円を申し受けます。脱落防止用のゴム紐と簡単

ナンバーカード

な使用説明書を同時に配布しています。
・SIカードの操作に不慣れな競技者は､経験者から

・選手は、配布されるナンバーカードを必ず胸側

前もって指導を受けてください。

に見えるように水平に取り付けてください。

・全ての選手はスタート枠、待機枠に入る前に必
－13－

サイズは192×160 mm、厚さ0.18 mmです。１の

位の数字が走順を表します。

に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情に

取り付けは、安全ピンを4本以上使用するか、そ

よりドーピング検査手続を完了することができ

れと同様の手段で取り付けてください、安全ピ

なかった場合等は、アンチ・ドーピング規則違

ンは主催者側で用意しませんので、各チームで

反となる可能性があります。アンチ・ドーピン

準備してください。

グ規則違反と判断された場合には、日本アン

ナンバーカードを折って取り付けること並びに

チ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けるこ

ナンバー欄への追記は認めません。

とになるので
留意してください。

コントロール位置説明

5. 競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象

・コントロール位置説明はJOA「コントロールに

となった競技者は、採血のため、競技/運動終了

関する規則」と「位置説明仕様JSCD2008」に準

後 2時間の安静が必要となるので留意してくだ

拠します。

さい。

各コースの位置説明は事前公開しません｡

6. 日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およ
びドーピング検査については、
JADA のウェブサ

調査依頼・提訴

イト（http://www.playtruejapan.org）にて確

・調査依頼、提訴ともに、チームの代表者（団長

認してください。

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

公式掲示板

ってください。調査依頼の締め切りは、大会当

・競技に関する本プログラム掲載事項からの変更

日15:10です。ただし、成績速報に対する調査依

事項、重要事項等を掲示します。監督、選手は、

頼は、速報発表後30分以内です。

必ず確認してください。

調査依頼への回答は、競技責任者が書面にて行

開会式会場および競技会場に設けます。

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

表彰

合は､本部備え付けの指定用紙により本部を通

・繰り上げスタート終了後、成績が確定したクラ

じ裁定委員に提出してください。提訴は調査依

スから、順次野外ステージにて表彰式を行いま

頼に対する回答の掲出後15分以内です。

す。ただしME WE クラスの表彰および団体総合

裁定委員は以下の皆様にお願い致しました。

表彰は、一般クラスおよび他の選手権クラスの

・佐久間千恵子様、平島俊次様、杉本光正様

表彰終了後に行います。
（1）選手権クラス表彰

ドーピング検査について

・ME WE クラス優勝チームを日本選手権者とし、

1. 本競技会は日本アンチ・ドーピング規程に基づ

上位6位までを表彰します。他の選手権クラスは

くドーピング・コントロール対象大会です。

上位3位までを表彰します。

2. 本競技会参加者は、日本アンチ・ドーピング規
程に従わなければなりません。

（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、

3. ドーピング検査の対象となった本競技会参加

その他の選手権クラスの内で成績の良い4クラ

者は競技役員の指示に従って検査を受けなけれ

スの得点とを合計し、一番高い得点の都道府県

ばなりません。なお、身分証明のため、本競技

を総合優勝として優勝旗と優勝杯を授与し、6

会参加者は学生証・運転免許証等、写真により

位までを表彰します。

本人確認ができるものを持参してください。

総合優勝の都道府県には、スポーツ庁長官賞が

4. 本競技会参加者は、本競技会において行われ
るドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問

授与されます。
・得点の計算方法

わず）を拒否又は回避した場合、検査員の指示
－14－

① 各クラスにおいては、参加チーム数（最終走

順提出時点での得点対象チーム数）に応じて、

１０

当日の流れ

表１のとおりの得点を与える。

受付・更衣・競技会場：

②同一の都道府県会員から複数チームが出場

中津川市坂下町上野地区集会場（開場は8：30）

するクラスでは、最上位チームのみに得点を与

・スマホWEB体調体調シートが未入力の方は受付

え得点対象外のチームの順位は詰めて計算す

に用意してあるチェック調査用紙を提出してく

る。

ださい。

③複数の都道府県会員による連合チームには

・集会場内において、受付をおこないます。競技

獲得得点をチームを構成する都道府県会員数

用の地図・SIカードは、チーム毎にここで配布

で割った点数をそれぞれに与える。

いたします。

④上記以外で、競技時間内に完走したチームに

・女子更衣室：

は、１点を与える。
（3）一般クラス表彰

上野地区集会場内に専用の部屋を設置します。
・テント、タープの設営は可能です。

・3位まで表彰します。

・テント、タープの撤去後は、清掃及び原状回復
をお願いします。

※ 得点の計算参照表

・トイレは、レンタルトイレの他集会場室内にも

・Ｍ／ＷＥ クラス
得 点 対 1

2

男女別でありますが、浄化槽が大人数での使用

3

4

5

6

7

8

に対応しておりません。したがって便器の個数

9

象 チ ー 位 位 位 位 位 位 位 位 位

に関わらず、同時使用は2人までといたします。

ム数

外に並んでいただき、1名が出たら次の1名が入

9 チーム

9

8

7

6

5

4

3

2

1

るという形でご協力ください。外のレンタルト

以上

イレは男女別で用意しています。

8 チーム

9

8

7

6

5

4

3

7 チーム

9

8

7

6

5

4

3

6 チーム

8

7

6

5

4

3

5 チーム

7

6

5

4

3

4 チーム

6

5

4

3

3 チーム

5

4

3

2 チーム

4

3

1 チーム

3

2

・レース後の集会場に入る場合は、
シューズや体、
衣服の土を落としてきれいに使ってください。
（2）受 付
8：30～9：45
・競技に必要な物品（SIACカード、競技用地図（封
入済み）、ナンバーカード及びその他大会に関
する情報等）を、受付でチーム毎に受け取って
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カードは受付に返却してください。
・コンパスの貸し出しは行いません。

・Ｍ／ＷＥ 以外のクラス
得点対象 1

2

3

4

5

位

位

位

チーム数

位 位

6 チ ーム

6

5

4

3

2

5 チーム

6

5

4

3

2

4 チーム

6

5

4

3

3 チーム

5

4

3

2 チーム

4

3

1 チーム

3

6位
1

（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内で行い、施設の外
（ほぼ競技エリア）には出ないでください。

以上

（4）第1走者のスタート招集
MEクラスは10：20に招集します。以後のクラス
は各5分前に招集します。
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、会場隣
接の神社の階段前になります。
・第1走者はスタートエリアに各自が競技で使用す
－15－

る地図を持参してください。

地図の封印を破くことはできません。

・スタートエリアに入る前に、SIカードのクリア・

・次走者待機枠に入る前に、SIカードのクリア・

チェック・テストステーションでの動作確認を

チェック・テストステーションでの動作確認を

してください。動作しない場合は係員にお知ら

してください。動作しない場合は係員にお知ら

せください。

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

・誤って次走者待機枠に入った選手は、地図の封

て横1列に整列し、係員の点呼を受け、そのまま

印を破いていなければ、次走者待機枠の外に出

待機してください。

ることができます。封印を破いてしまった場合
には枠外に出ることを禁止します｡

（5）スタート

・中継は、中継所で前走者が次走者に接触（タッ

10：30 ME

チ）する事により成立します。不完全な場合は

10：35 WE／MS／WS

中継判定員が警告を発し、
やり直しを求めます｡

10：40 MJ／WJ

・次走者が次走者待機枠にいない場合、前走者は

10：45 MV／WV／XV／XJ

係員の指示に従い、後続の走者の邪魔にならな

10：50 R1／R2／R3

い位置で次走者が来るまで待機してください。

・号砲により一斉スタートです。

・中継を終えた前走者はそのままフィニッシュス

・スタート地区での整列順は、テクニカルミーテ

テーションに差してパンチしてください。その

ィングで発表します。

時刻が中継時刻として処理されます。

・号砲の後に、地図の紙テープ止めを外して地図

・中継は、繰り上げスタート時刻をもって終了と

をみることができます。

なります。

・地図上のスタート地点（△表示）までは「赤・

・競技を途中でやめた場合は、帰還後本部へSIカ

白」テープに従ってください。ショートカット
した場合は失格とします。狭いところでは他の

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

人と接触しないよう注意してください。

さい。

(6)給水所

（8）フィニッシュ

以下の地点に給水所があります。

・最終コントロールからフィニッシュまでは「赤・

・ME/MJ コース距離の50％地点

白」テープ誘導となります。

・WE/MS/MV/R1/R2 同60％地点

・次走者との中継を終えた第１、第２走者、およ

ただし、ルート選択によっては給水所を通過しな

びフィニッシュラインを通過した第３走者は、

い場合があります。その他のクラスには給水所が

そのままレーンを進み、SI カードをフィニッ

ありません。

シュステーションに差してください（パンチン
グフィニッシュ）。誘導に従って カード読み

（7）中間通過情報と次走者準備

取り所にて、SIカードを差し込んでください。

・全コースにおいて、フィニッシュの2-3分前に

全てのSIカードをここで回収します。

会場横を通過します。

・その後12:30（予定、戦況によって変動あり）ま

・通過情報の放送を行うことがありますが、すべ

では、フィニッシュした方は用意してある封筒

ての選手に対して行うものではありませんし、

に地図を入れて指定の時刻まで地図を見ること

中継のために責任をもつ広報手段でもありませ

はしないでください。

ん。次走者への通過情報の伝達は、Lap Center

・第3走者の着順は、パンチングフィニッシュの

の中間速報なども利用して各チームで行ってく

順番で判定します。フィニッシュラインの通過

ださい。

後はフィニッシュステーションにパンチするま

・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、

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
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ードを必ず返却してください。

す。数に限りがあります｡

・SIカード紛失の場合は本部に必ず申告してくだ

・成績表送付希望者は、本部にて所定の申込手続

さい。

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。

（9）繰上げスタート 13：40（予定）
・13：40（予定）までに中継ができなかった未出

１１

留意事項

走者は、繰り上げスタートになります。なお、

（1）写真撮影について

繰り上げスタート時刻は、レースの進行状況に

・本競技会への参加者、観戦者は競技の様子とし

より変更となる場合があります。

て、また競技や会場の風景として、主催者や報

・当該選手は13：30（予定）に次走者待機枠に集

道機関に撮影されることがあります。これらの

合してください。

写真を報告書や広報に使用することがあります。

・繰り上げスタート直前まで、前走者との中継を

この点ご了承ください。

認めます。中継完成の成否判断は中継判定員が
行います。

（2）救護・救急

・13：40（予定）の号砲により一斉スタートして

・怪我人等の救急を要する選手を見つけた場合に

ください。

は救助に協力し、速やかに係員に知らせてくだ

・繰上げスタート以降中継所を閉鎖します。

さい。怪我人の救助は競技よりも優先します。
・競技会場に看護師が待機していますが､救護など

（10）成績速報

のために救護所に不在の場合があります｡救護

モニターディスプレイでリアルタイム速報予定で

所では簡単な応急手当のみ可能です。万が一に

す。
インターネットを介しても提供する予定です。

備え「健康保険証」「お薬手帳」等を持参して
ください。

（11）競技終了

・救急車の要請は、大会本部を通じて行いますの

・15：10にフィニッシュを閉鎖します｡

で、本部または競技用地図に記載している緊急

・全ての競技者は競技途中でも、この時刻までに

連絡先に連絡願います。

必ずフィニッシュに帰還してください。
（3）損害・保険
（14）表彰式・閉会式

・大会において自分自身が受けた被害、第三者に

・表彰式は、繰り上げスタート終了後、成績が確

与えた損害に対して、主催者は一切責任を負い

定したクラスから、順次競技会場イベント広場
にて表彰式を行います。ただしME、WEクラスの

ません。
・行事賠償責任保険及び傷害保険は主催者で加入

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。

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

・閉会式は、15：10（予定）から行いますが、表

え、絶対に無理はしないこと。また、参加者が

彰式の進行状況によっては、早める場合もあり

自分自身あるいは第三者へ与えた損傷、損害、

ます。

損失については、主催者・主管者はその責任を
負いません。

（15）その他

・今後とも、本テレインが利用できますよう、地

・競技を棄権したチームは､本部へその旨を伝えSI

元の皆さんに挨拶をして頂くとともに、会場を

カードを取りまとめ返却してください｡

きれいに丁寧にご利用ください。

・地図返却は、繰上げスタート後に本部前付近で
行います｡

(4)大会要項等の案内について
・今後の大会開催要項などについては、会場内に

・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
－17－

場所を用意しますので利用してください。申請
は不要です。

１２

選手団一覧

１３

団体総合得点表

都道府県

日本選手権

ＭＥ
01 北海道

ＷＥ

シニア選手権 ジュニア選手権 ベテラン選手権

スーパー
ベテラン
選手権

リトル
ジュニア
選手権

ＭＳ

ＸＶ

ＸＪ

ＷＳ

ＭＪ

ＷＪ

ＭＶ

ＷＶ

順位

得点の計算方法

2

03 岩手県

1

04 宮城県
08 茨城県

得点

①各クラスにおいては、参加チー

1
2

1

1

10 群馬県

1

1

ム数（最終走順提出時点での得点

1
1

対象チーム数）に応じて、表１の

11 埼玉県

1

1

2

1

2

1

2

1

1

12 千葉県

4

1

1

1

3

2

2

1

13 東京都

4

2

1

1

2

1

2

1

14 神奈川県

4

2

2

2

1

2

1

15 新潟県

1

1

1

17 石川県

2

20 長野県

2

1

1

21 岐阜県

1

22 静岡県

2

1

1

23 愛知県

5

2

1

とおりの得点を与える。
1

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

1

対象外のチームの順位は詰めて計

1
1

1

1

2

1

3

1

4

1

24 三重県

算する。
2

2

1

25 滋賀県

2

26 京都府

2

27 大阪府

4

28 兵庫県

3

33 岡山県

1

34 広島県

2

1

②同一の都道府県会員から複数チ

1

③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

1
1

2
1

1

た点数をそれぞれに与える。

1

④上記以外で、競技時間内に完走
1

1

したチームには、１点を与える。

36 徳島県

1

40 福岡県

1

連合 奈良県
連合 和歌山県
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要項に記載の得点一覧表も
ご参照ください。

１４.エントリーリスト
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一般クラス
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