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公式掲示板について

ブリテン3.1(プログラム)の訂正や公表後の新たな情報等を掲載します。

ブリテン4(追加の競技会情報)や地図表記についての付録を含みます。

大会当日の2月4日(土)に本資料の改訂版を会場内に掲示します。
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競技時間①

3

以下のクラスでは、地図に印刷されている競技時間が
実際の競技時間と異なります。(印刷されている競技時間→実際の競技時間)

実際の競技時間に従って競技を行ってください。

M60A 30分→ 40分

W60A 30分→ 40分

M70A 40分→ 60分

W70A 40分→ 60分

M80A 40分→ 60分

W80A 40分→ 60分

M90A 40分→ 60分

M12 30分→ 40分

W10 30分→ 40分

MB 30分→ 40分

WB 30分→ 40分

ビギナー 30分→ 60分



競技時間②

競技時間を超えた場合、失格となるだけでなく、
捜索の対象となることがあります。

競技時間を超えた、または超える可能性があると判断した場合は、
速やかにフィニッシュへ向かってください。
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立入禁止区域①

危険箇所や渉外上の理由から
立ち入りを禁じている箇所を地図上に
「709 立入禁止区域」で網掛けしています。

枠線が実線の場合は、テープなどでその境界が
テレイン上で連続的に表示されていることを
示しています。

枠線が破線の場合は、テレイン上で断続的に
表示されていることを示しています。

枠線がない場合は、テレイン上で
何も表記がないことを示しています。

競技中は立ち入らないよう注意してください。
(例：駐車場、グラウンド等)
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立入禁止区域②

植生保護の観点から

立ち入りを禁じている箇所や私有地を地図上に

「520 立入禁止区域」で表記しています。

目立ちにくい箇所には

青黄ストリーマーを使用しています。

競技中は立ち入らないよう注意してください。

(例：花壇、梅園等)
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立入禁止区域③

選手権クラス以外のコースの一部区間で

梅園を通行する箇所があります。植生保護のため、

梅の木が植えられている範囲は立入禁止とし、

地図上に「520 立入禁止区域」で表記しています。

現地では立入禁止区域と通行可能な遊歩道の

境界がわかりにくいため、右に示す写真と地図を

参照のうえ、地図表記に従い通行してください。
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立入禁止区域④

競技性向上のためオレンジ色・青色のネットを

使用した人工的な柵を設置しています。

地図上では「518 通過不能の柵または手すり」

で表記しています。
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立入禁止区域の複合利用

ルート選択に幅を持たせるため、

「708 立入禁止の境界」および

「709 立入禁止区域」との組み合わせで

バリアを作成しています。

現地ではコーンと青黄ストリーマーとの

組み合わせで明示しています(写真は一例です)。

競技中に通過した場合は失格となる可能性が

あるため注意してください。

(右の地図・写真は

競技エリア(テレイン)ではありません)
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その他の立入禁止区域

地図上に表記されていない藪と藪の隙間や通路

を青黄ストリーマーまたは

ストリーマーを付けたコーンで塞いでいます。

危険箇所についても同様に

青黄ストリーマーで塞いでいます。

跨いで通行しないよう注意してください。
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路面に関する注意事項

競技エリア(テレイン)内に

地図上に表記のない

写真のような溝が存在します。

足元に十分注意して通行してください。

また、路面が一部滑りやすい箇所が

あります。注意して走行してください。
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構造物に関する注意事項①

競技エリア(テレイン)内には

写真のように天井が低い箇所があります。

頭上に十分注意して通行してください。
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構造物に関する注意事項②

競技エリア(テレイン)内に

地図上に表記のない写真のような

コーンとコーンバーがあります。

競技に影響はありませんが、付近を通行

する際は衝突することのないようご注意

ください。
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構造物に関する注意事項③

競技エリア(テレイン)内に写真のような

「立入禁止」の表記がある看板や

柵・ロープが設置されている箇所があります。

地図上では看板や柵・ロープは表記されておらず、

通行可能であることが明示されています。

競技中は通行可能ですが、地図表記に従い、

足元に注意して通行してください。
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コントロール

コントロールは以下の2種類で設置します。

コードナンバーは上部にのみ取り付けています。

・挿し込み(アングル、上写真)

・自立台(塩ビパイプ製パンチ台、下写真)
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【競技中】GPS(GNSS)機能を有する機器(時計等)の使用

GPS（GNSS）機能を有する機器（時計等）は、「競技規則」18.4 項への
違反を防ぐため、画面表示の可能な機器を競技中に使用することを禁止します。

ただし、画面をテープで加工する等して、競技中およびすべてのクラスの
スタート閉鎖時刻の16:30 まで、地図や距離の表示が見られない状態と
した場合の携行は可能とします。

また、GPS の記録は16:30 まで公表しないでください。
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【競技中】緊急時の対応

救助を待つ場合

万が一、競技中に動けなくなった場合は、
なるべく大きな音を出し、他の競技者に救助を求めてください。

携帯電話を携行している場合は、
ただちに地図裏面に記載されている緊急連絡先に連絡をしてください。

救助対象者を発見した場合

救助対象者を発見した場合は、
ただちに競技を中止し救助対象者の救護を開始してください。
また、速やかに場所や状況等を主催者スタッフにお知らせください。
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【競技中】コントロールガード・パトロールの配置

競技中の事故やトラブルを防ぐため、
競技エリア(テレイン)内にコントロールガードやパトロールを配置しています。

競技中に注意喚起のため、声をかけることがあります。予めご了承ください。

また、一部クラスで自動車が通行する駐車場の出入口を横断する箇所があります。

状況に応じて競技者に制止を促す場合もありますので、
横断の際は係員の指示に従ってください。
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【選手権クラス】待機所の注意事項
入場時刻・方法について

選手権クラスに出場する選手は、10:00～11:30の間に、会場に向かわず選手権クラス待機所まで直接お越しください。

通信機器の使用について

待機所入場締切時刻の11:30 以降はフィニッシュまで一切の通信機器(スマートフォンやタブレット等) の使用を禁止します。

ただし、GPS(GNSS)機能を有する機器(時計等)は、画面をテープで加工する等して、競技中およびすべてのクラスの
スタート閉鎖時刻の16:30 まで、地図や距離の表示が見られない状態とした場合の携行は可能とします。

また、GPS の記録は16:30 まで公表しないでください。

荷物の持ち込みについて

待機所に荷物を持ち込むことが可能です。希望する荷物については、待機所から会場への輸送を行います。
また、防寒具についてはスタート地区から会場への輸送を行います。14:00 以降に会場にて順次返却します。
主催者スタッフによる輸送を希望する場合、配布物のタグに氏名とナンバーカード番号を記入し、
荷物および防寒具に付けて所定の場所に入れてください。

なお、選手権クラスME のスタート閉鎖時刻の15:06～17:00 の間は、待機所への再入場を許可します。
各自もしくは選手権クラス以外の参加者による荷物の回収が可能です。
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【選手権クラス】SIACの動作確認

選手権クラスに出走する選手は、指用のSIACに加え、

バックアップ用の腕に取り付けるSIACを用意しています。

出走の際は必ず両方のSIACのクリア・チェックを

お願いいたします。

SIACはクリア後のチェックによって、

タッチフリーによるパンチが可能な状態になります。

この状態では、SIAC先端にある

非常に小さな緑色のLEDが10秒に1回光ります。

クリア、チェックの実施およびSIAC先端の光を

確認することは競技者の責任です。
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【選手権クラス】競技中の実況

競技中に以下の実況等が聞こえる場合があります。予めご了承ください。

・会場内での実況や解説、インタビュー

・中間タイムおよびフィニッシュ・タイムの放送
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【選手権クラス】誘導レーンの分岐

選手権クラスでは地図で示すように、会場内で

競技中の誘導レーンとフィニッシュ誘導レーンが

分岐する箇所があります。

分岐の手前に共通コントロールがあります。

パンチ忘れにご注意ください。

分岐には写真のように看板を設置しますが、

進路を間違えないようにご注意ください。
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【選手権クラス】地図交換①

選手権クラスでは、会場内の分岐後の
誘導区間上で地図交換を実施します。

1枚目の地図は地図交換所に設置した箱に入れる
ことができます。箱に入れた1枚目の地図は係員が
回収し、15:50以降に会場にて順次返却します。

地図交換所には写真のような交換板が
設置されています。
交換板はMEが青色、WEが赤色となっており、
それぞれ4枚ずつ設置します。

1枚の交換板につき、それぞれのクラスの2枚目の
地図がクリアファイルに差し込まれた状態で
1枚ずつ置かれています。
競技者は自身の出走クラスのどの交換板から
2枚目の地図をピックアップしても構いません。
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【選手権クラス】地図交換②

【地図交換の流れ】

①1枚目の地図を箱に入れる

②自身の出走クラスの交換板から

2枚目の地図を1枚ピックアップする

③2枚目の地図のスタートに向かう

【地図交換板の見本】

選手権クラス待機所に見本として、

競技で使用するものと同様の交換板を設置します。
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地図回収

フィニッシュ地区にて地図回収は実施しません。

選手権クラス以外の参加者はフィニッシュ後に

未出走者へ地図を見せること（Web等への掲載含む）のないよう、

ご配慮をお願いいたします。
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クールダウンエリア

地図に点線で示す、会場東側かつ

駐車場北側の道に設置します。

地図に示した範囲外で

クールダウンを行うことはできません。
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調査依頼(苦情申立て)・提訴

調査依頼(苦情申立て)

「競技規則」および「関連規則類」に対する違反行為や主催者からの

指示に対して、競技者は調査依頼(苦情申立て)を行うことができます。

フィニッシュ閉鎖から30分後までに書面にて受付へ提出してください。

提訴

調査依頼に対する主催者の判断結果について、競技者は提訴を行うことができます。

依頼を行った競技者に通知されてから15分以内に書面にて受付へ提出してください。
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裁定委員

本大会における裁定委員は以下の3名です。

・愛場庸雅 (OLC レオ)

・稲森夕衣 (横浜 OL クラブ)

・楠健志 (桐嶺会)
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会場内での販売

主催者が許可した場合を除き、会場内で販売を行うことを禁止します。



2022年度全日本オリエンテーリング
選手権大会

スプリント競技部門

付録地図表記について
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地図表記に関する注意事項①

ISSprOM2019-2 にて新たに追加された

「512.1 橋またはトンネルの入り口」が

競技エリア(テレイン)内に存在します。

従来は「512.1 橋」で表記されていた

重層構造の下層の入り口部分を示しています。

白の斜線が描かれた部分は下層を通過可能です。

右の写真は地図の矢印方向から映しています。

(右の写真と地図は競技エリア(テレイン)ではありません)

詳細は国際オリエンテーリング連盟の

「Guidelines for complex urban structures」

(以下リンク先参照)に掲載されています。

https://orienteering.sport/iof/mapping/
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地図表記に関する注意事項②

ISSprOM2019-2にて「411 通行不能な植生」

表記が追加されました。

これに伴い、従来の地図図式(ISSprOM2019)にて

通行不能な藪の扱いだった記号番号 410 の記号は

「410 植生：通行困難」(通行は可能)

へと変更されています。

競技の際は十分にご注意ください。
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410 通行困難な藪

411 通行不能な藪



地図記号と現地との対応表①

301 渡れない水域(通行不可)

32



地図記号と現地との対応表②

401 開けた土地

402 まばらに木の生えた開けた土地
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地図記号と現地との対応表③

405 林
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地図記号と現地との対応表④

411 植生：通行不能な植生(通行不可)
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地図記号と現地との対応表⑤

417 目立つ大きな木
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地図記号と現地との対応表⑥

501 舗装区域

501.1 段差または舗装区域の縁
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地図記号と現地との対応表⑦

505 未舗装の徒歩道または踏み跡

512.1 橋またはトンネルの入り口
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地図記号と現地との対応表⑧

513.1 通過可能な壁

513.2 通過可能な擁壁
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地図記号と現地との対応表⑨

515 通行不能な壁(通行不可)

516 通過可能な柵または手すり
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地図記号と現地との対応表⑩

518通過不能の柵または手すり(通行不可)

519横断地点
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地図記号と現地との対応表⑪

522天蓋(キャノピー)

525 小さな塔
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地図記号と現地との対応表⑫

527 給餌台
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地図記号と現地との対応表⑬

531 看板、目立つモニュメント
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例）競技エリア(テレイン)内に常設の看板・石碑



地図記号と現地との対応表⑭

531 看板、目立つモニュメント
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例）競技エリア(テレイン)内に特設のパラソル・テーブル



地図記号と現地との対応表⑮

532 階段
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地図記号と現地との対応表⑯

714 特設の建造物もしくは閉鎖区域
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