
朱雀 OK ミドル大会 2018 

プログラム 

1. 実行委員⾧あいさつ 

本大会にエントリーいただいた皆様、誠にありがとうございます。 

競技の舞台となる「鹿深夢の森」は古くから名勝負の舞台となってきました。 

今回、新たに修正調査を行い生まれ変わった本テレインで、新たな名勝負が繰り広げられる

と思うと、運営者一同心からワクワクします。 

平成という一つの時代が終わろうとしている今、時代が経っても変わらない、オリエンテー

リングの楽しさ、スポーツの楽しさを、年の瀬に少しでも感じていただければ幸いです。 

最後になりましたが、本大会開催にあたりご協力いただいた甲賀市、甲賀市教育委員会、鹿

深夢の森、滋賀県オリエンテーリング協会の皆様、並びに景品のご協力をいただいた甲賀バ

ウムクーヘン工房の皆様に心より感謝申し上げます。 

                                市脇 翔平 

2. 概要 

 開催日時  2018 年 12 月 23 日（日祝） 雨天決行・荒天中止 

 開催地   滋賀県甲賀市 

 主催・主管 朱雀オリエンテーリングクラブ 

 後援    甲賀市、甲賀市教育委員会、滋賀県オリエンテーリング協会 

 大会役員 

実行委員⾧  市脇 翔平 

運営責任者  市橋 国之 

競技責任者・コースプランナー 糸賀 翔大 

 

3. 交通案内 

≪会場≫ 

甲賀市立かふか生涯学習館 2F 研修室 

【自家用車の場合】 

新名神高速道路甲南 IC/甲賀土山 IC より車で 15 分(駐車料金無料) 

【公共交通機関の場合】 

JR 草津線油日駅から徒歩 30 分 



※油日駅-会場間に誘導はございません。 

駅舎内にレンタサイクル(500 円/日)がございます(5 台～10 台程度)。 

甲賀市観光協会 HP：http://www.koka-kanko.org/contents/bicycle.html 

 

 

 

  



4. 会場レイアウト 

【駐車場、会場レイアウト】 

 

【会場レイアウト】 

 
会場は甲賀市立かふか生涯学習館 2 階研修室になります。会場西側外階段から上がって

ください。 

芝生広場をウォーミングアップエリアとして開放いたします。 
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5. 当日の流れ 

9:30  会場オープン・当日受付開始 

10:45  トップスタート 

11:15  当日受付終了 

12:00  スタート閉鎖 

13:10  表彰式開始 

13:30  フィニッシュ閉鎖 

13:30  スポーツ指導者研修会第一部(救護関係・40 分予定) 講師：愛場庸雅先生 

14:15  スポーツ指導者研修会第二部(コース解説・15 分予定) 講師：糸賀・加納 

14:30  スポーツ指導者研修会終了 

15:00  会場閉鎖 

 

6. 受付 

【事前申し込みの方】 

SI レンタル予定の方は受付にてお渡しします。マイ SI 使用予定の方は受付の必要はあり

ませんが、当日 SI を忘れた場合は受付までお申し出ください。 

 参加費に不備または返金がある場合は公式掲示板にて案内させていただきます。お手数

ですが受付にてご精算をお願い致します。 

 

【当日申し込みの方】 

 受付にて必要事項を記入の上、参加費をお支払いください。スタート時刻のお知らせ及び

SI カードをお渡しします。 

地図印刷枚数の都合で当日申し込み枠には限りがありますので、ご了承ください。また、

当日申し込みでマイ SI カードを使用することはできません。全員レンタルとさせていただ

きます。 

当日申し込み可能なクラス及び参加費は以下となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラス 距離 登距離 参加費※ 

OAL 4.0km 230m 
2500 円 

(高校生以下無料) 
OAS 2.2km 105m 

OB 1.7km 45m 

N 1.5km 25m 1000 円/1 グループ 

(高校生以下無料) G 1.5km 25m 



※高校生以下の参加費について 

本大会は、京都府オリエンテーリング協会の「若年オリエンティア参加費助成事業」を受

けて開催するため、高校生以下の方については、参加費を無料とします。 

グループに一人以上高校生以下の参加者がいる場合、参加費は無料となります。 

 

【コンパス貸し出し】 

受付にてコンパスの貸し出しを行います。補償金として 2,000 円をお預かりします。保証

金はコンパスの返却と引き換えにお返しします。 

コンパスの数には限りがございます。ご了承ください。また大学クラブ等の皆様は新人用

のコンパスを極力各大学で用意していただくようお願いいたします。 

 

【地図販売】 

当日 12 時 30 分より地図販売を行います。 

コース図、全ポ図 400 円/枚を予定しております。 

 

 

 

7. スタート 

≪N/G クラス以外≫ 

【スタート誘導について】 

 会場からスタート地区までは青色テープ誘導で 1.5km 徒歩 20 分です。 

 会場およびスタート地区にクリア/チェックステーション、および時計を設置していま

す。スタート枠に入る前までに各自クリア/チェックを行ってください。 

 

  



 

【スタート地区レイアウト】 

 

 

                                        スタートフラッグへ 

                     赤白ストリーマ誘導 
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  [3 分前枠] 
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                      会場から青色テープ誘導 
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【スタート形式】 

 3 分前>>>クリアチェックを行い 3 分前枠にお入りください。ユニットランプの点滅

が確認できなかった場合は係員にお申し出ください。 

 2 分前>>>ひとつ前の枠へお進みください。コントロール位置説明をお取りください。 

 1 分前>>>係員の指示に従い SI カード確認を行い、時間になりましたら地図をとって

出走してください。スタート枠からスタートフラッグ(地図上の△)までは赤白ストリー

マ誘導です。 

 

【遅刻について】 

 スタート時刻に遅刻した場合は係員にお伝えください。 

 遅刻者は遅刻専用レーンより出走することができますが、記録はあらかじめ指定され

た時刻から算出します。 

 スタート閉鎖(12:00)以降の出走は認められません。 

 

≪N/G クラス≫ 

 スタート 5 分前までに、受付までお越しください。受付で SI カードの確認を行います。

またチェックステーションを設置していますので、チェックを行ってください。 

 オリエンテーリング初心者の方には、スタート前に説明を行います。説明をご希望の方

は、お申し出ください。 

 スタートまでは係員がご案内します。 

 スタート時間になりましたら、係員の指示に従って出走してください。 

 スタートに遅刻した場合も出走することができますが、記録はあらかじめ指定された

時刻から算出します。ただし、スタート閉鎖(12:00)以降の出走は認められません。 

 

8. 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赤白ストリーマ誘導です。 

 フィニッシュは、パンチングフィニッシュとなります。 

 フィニッシュ後、地図回収は行いませんが、出走前の参加者への情報の伝達を禁止しま

す。 

 フィニッシュ後は速やかに計算センターに向かってください。 

 レンタル SI は計算センターにてお返しください。貸しコンパスは受付にお返しくださ

い。 

 13:30 にフィニッシュ閉鎖を行い、コントロール撤収を開始いたします。フィニッシュ

閉鎖以降の計時は行いません。競技中の方も必ずフィニッシュ閉鎖（13:30）までにフ



ィニッシュを通過してください。 

 競技を途中棄権する際も、必ずフィニッシュ閉鎖（13:30）までに、フィニッシュ及び

計算センターを通過してください。未帰還者と判断し、捜索を行うことがあります。 

 

9. 競技情報 

【競技形式】 

ポイントオリエンテーリング（ミドルディスタンス競技） 

【計時方法】 

SPORTident(SI)使用 

【使用地図】 

「やまべのかふか ばーじょん 2.0」(2010 年朱雀 OK 作成、2018 年修正) 

JSOM2007 準拠 縮尺 1:10,000（N/G クラスは 1:5000） 等高線間隔 5m 走行可能度 4

段階表示 

地図サイズ A4 ビニール封入済み 

コントロール位置説明 IOF 記号に準拠（N/G クラスは日本語表記） 

 

特殊記号 

（312）水槽    （539）炭焼き窯    （540）ほこら・記念碑 

 （507）地面に埋まった蓋付き水路…【競技に関する諸注意】参照 

（535）高架水路（立ち入り不可）…【競技に関する諸注意】参照 

 

【競技時間】 

90 分 

【フィニッシュ閉鎖】 

13 時 30 分 

【競技に関する諸注意】 

 テレイン内を水路が走っています。地面に埋まっている部分の走行は可能ですが、高架

上の立ち入りは禁止いたします。競技上重要と思われる立ち入り禁止区間の両端には

青黄テープを設置します。地面に埋まって蓋がされている部分は小径（507）、高架の部

分はパイプライン（535）で表記しています。 

 耕作地を囲む柵が多数存在しますが、すべては図示しておりません。「横切る道がある

が、柵で通れない」など、競技上重要と思われる柵は図示しています。 

 今大会のテレインの旧マップ（「鹿深夢の森」「やまべのかふか」）の大会会場への持込

は禁止します。 

 本大会においては、金属ピン付きシューズの使用は妨げません。 



 テレイン内に給水、救護所はありません。 

 当日会場内に公式掲示板を設置します。 

 

【テレインプロフィール】 

忍者の里甲賀市に位置する朱雀 OK の誇る名物テレイン。随所に見られる農業用ため池

とテレイン内を走る水路が特徴。一部下草の発達したエリアが見られるが、小径が多く存在

し、走行可能度は概して高い。 

 

【コースプロフィール】 

 各レッグの難易度はそこまで高くないが、要所で細かい地図読みが必要となってくる。ラ

フ&ファインの見極めと、それを正しく実行するナビゲーション能力、フィジカルの強さが

レースのカギとなる。 

 

【クラス・優勝設定時間】 

クラス 距離 登距離 優勝設定時間 

M21A 4.0km 230m 35 分 

W21A 3.0km 190m 35 分 

M35A 3.0km 190m 30 分 

W35A 2.7km 140m 30 分 

M50A 2.7km 140m 30 分 

W50A 2.2km 105m 30 分 

M65A 2.2km 105m 30 分 

M20A 3.0km 190m 30 分 

W20A 2.2km 105m 30 分 

M18A 2.7km 140m 30 分 

MB 1.7km 45m 30 分 

WB 1.7km 45m 30 分 

N 1.5km 25m 30 分 

G 1.5km 25m 30 分 

OAL 4.0km 230m 35 分 

OAS 2.2km 105m 30 分 

OB 1.7km 45m 30 分 

 

※コースコンセプトの見直し等により、要項の段階から優勝設定時間を変更しています。 

 



【代走】 

 代走を認めますが参考記録となり表彰対象からは除外します。代走希望者は当日受付ま

でお越しください。 

 

【表彰】 

13:10 頃より会場にて表彰を行います。各クラス上位 3 名を表彰します。 

OAL、OAS、OB クラスは表彰を行いません。 

 

10. スポーツ指導者研修会 

本大会では 13:30 よりスポーツ指導者研修会を行います。 

【第一部】  13:30～14:10（予定） 

医師の愛場庸雅先生により、「オリエンテーリング大会における応急処置と安全管理」と

いうテーマで、大会運営の際に考慮すべきリスクと外傷などの応急処置について、講義を行

う予定です。 

【第二部】 14:15～14:30（予定） 

M21A、W21A のポイントとなるレッグについて解説する予定です。 

 

11. 諸注意 

 15：00 に会場閉鎖を行います。ご協力お願いいたします。 

 競技中の服装は肌の露出が少ない⾧そで⾧ズボンを推奨します。公序良俗に反する

ような服装での出走は禁止します。 

 いただいた参加費はいかなる場合でも返金致しません。 

 本大会は傷害保険に加入していますが、補償額には限度があります。 

 会場に救護用品を用意しております。 

 ごみは各自でお持ち帰りください。 

 貴重品は各自で管理してください。紛失・盗難の際には主催者は一切の責任を負いま

せん。 

 競技中およびスタートへの誘導区間中に自動車が通行する道を通過することがあり

ますので、十分に注意してください。 

 本プログラムの記載内容は変更される場合がございますので、当日必ず公式掲示板

をご確認ください。 

 



12.  大会中止 

荒天により大会を中止することがあります。その際は当日朝 6 時までに大会の web ペ

ージにて連絡いたします。大会中止の際も返金は行いません。 

13.  お問い合わせ 

ご質問等ございましたら以下のアドレスまでお問い合わせください。 

rick1640☆live.jp (☆→＠) 

14.  大会係員 

本部・受付  市脇、糸賀、市橋、沢、八十島 

スタート   木俣、菅、衣川、加納 

フィニッシュ 葛野 

計算センター 土屋、金谷、深川 

誘導     小比賀、築地 

 


