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秋田県立北欧の杜公園 

スキーオリエンテーリング大会 2010 
2010 年 2 月 27 日（土）～28 日（日）  秋田県北秋田市 

 

スキーオリエンテーリングとは？ 

「オリエンテーリング」は、地図とコンパスを頼りに、森の中に

設置された「コントロール」と呼ばれるチェックポイントを通過し

て、ゴールするまでの時間を競うスポーツです。 

そして、冬にスキーを履いて行う「オリエンテーリング」が「ス

キーオリエンテーリング」です。 

北欧やロシアで人気の高いスポーツで、国際オリエンテーリ

ング協会（ＩＯＦ）を中心に、冬季オリンピックへ正式種目としての

参加を目指しています。 

日本代表も 1990 年代から継続して世界大会に選手を派遣し

ており、2009 年にはアジアで初めて北海道で世界選手権が開

催され、その注目度は上昇中です。 

現在の日本代表選手は、高校卒業以降に競技を始めた選手

がほとんどで、底辺の拡大が課題となっています。 

秋田でスキーオリエンテーリングの大会が開かられるのは今

回が初めてです。これをきっかけに、あなたも世界を目指して

みませんか？ 

 

 

 
ルールは？ 

スタート直前に左図のような地図が渡されます。 

△がスタート、○が「コントロール」（チェックポイント）、◎がゴ

ールです。現地では、○の位置に「フラッグ」と呼ばれる白とオ

レンジ色の旗が設置されています。 

△から、○を 1 番から順に通過し、◎までの速さを競います。 

△○◎の間は、基本的にどこを通っても自由です。 

道具は？ 

スキーはスケーティング用を使用するのが一般的です。 

そのほか、地図を胸の前に固定する「マップホルダー」や、コ

ントロールを通過したことを記録する「Ｅカード」が必要になりま

す。 

競技のポイントは？ 

地図には、いろいろな情報が描かれています。例えば、圧雪

された広い道は緑の実線で、スノーモービルで踏まれた狭い道

は緑の破線で示されます。 

これに等高線などの情報を組み合わせて、一番早いルートを

選択し、正確に進む読図力が必要です。 

もちろん、基本的なスキー技術も重要です。 

フリガナ (必須) スプリント参加クラス (必須)

氏名 (必須) ロング参加クラス (必須)

生年月日 (必須) 年 月 日 Eカード番号

年齢 (必須) 歳 レンタル希望

性別 (必須) 男 女 昼食希望 2/27 2/28

所属 払込金額合計 (必須) 円

競技者登録番号 － － 払込年月日 (必須) 年 月 日

E-mailアドレス * 払込方法 (必須)

郵便番号 －

住所

電話番号 * － － * E-mailアドレス又は電話番号のいずれかは必ず記入してください。

秋田県立北欧の杜公園スキーオリエンテーリング大会2010　参加申込書

・

ME・WE・MA・WA・B・N・不参加

ME・WE・MA・WA・B・N・不参加

Eカード・簡易マップホルダー

ゆうちょ ・ ぱるる ・ 山形銀行

備考

・

 



 

 

主催者等 

◇主催・主管  日本スキーオリエンテーリング研究会 

◇後援   北秋田市 （申請予定） 

北秋田市教育委員会 （申請予定） 

秋田県オリエンテーリング協会 

◇運営責任者     武石 雄市 

◇競技責任者・コース設定者  山田 敦史 

◇イベントアドバイザー   幸山 敏克 

 

問合せ先 

北欧の杜公園スキーオリエンテーリング大会事務局 

◇E-mail   ｓｋｉｏ2010ａｋｉｔａ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ 

◇電話・FAX  0237－43－5106 （武石） 

◇携帯   090－9037－1814 （武石） 

090－7060－5238 （山田） 

 

大会会場 

秋田県立北欧の杜公園 （秋田県北秋田市） 

 

集合場所 

秋田県立北欧の杜公園パークセンター 

（駐車場は中央駐車場をご利用ください。） 

 

競技日程 

2010年2月27日(土） 12:00 受付開始

14:00 スプリント　スタート開始

15:30 フィニッシュ閉鎖

2010年2月28日(日） 9:00 受付開始

10:30 ロングディスタンス　スタート開始

14:00 フィニッシュ閉鎖

14:00 表彰式  

 

競技規則 

2000 年5 月27 日 ㈳日本オリエンテーリング協会制定 

日本スキーオリエンテーリング競技規則による 

 

地図 

2009 年日本スキーオリエンテーリング研究会作成 

ISOM2007 準拠 A4 サイズ 

◇縮尺   スプリント 1：5,000  ロングディスタンス 1：10,000 

◇等高線間隔  5m 

 

記印方式 

Emit 社製ノーマルパンチ・E カード使用 

 

競技エリアの状況 

本テレインは秋田県内陸北部の標高85m前後に位置し、高低差

はほとんどありません。 

2008 年度全国植樹祭が開催された北欧の杜公園の園路を中心

に構成され、広大なオープンエリアと森林部分が存在します。森林

部分のほとんどはスギ林です。 

クラス 

スプリント ロング

ME 13分 80分 上級者

WE 13分 60分 女子上級者

MA 13分 60分 中級者

WA 13分 45分 女子中級者

B 13分 45分 初級者

N 13分 45分 レクレーション

クラス 参加資格
優勝設定時間

 

 

参加料等 

2種目参加 1種目参加

大　人 7,000円 4,000円

高校生以下 3,500円 2,000円

大　人 3,500円 2,000円

高校生以下 1,800円 1,000円

一　般

北秋田市民

区　　分
参加料

 
E カードレンタル （2 日間）     500 円 

簡易マップホルダーレンタル （2 日間）  200 円 

昼食 （1 食当たり）      630 円 

 

参加料等の払込先 

◇ゆうちょ銀行  02200-7-80565  日本 SKI-O 研究会 

（他金融機関からは、店番858  普通 1787151） 

◇ぱるる口座間振替  18530 17871511 日本 SKI-O 研究会 

◇山形銀行 東根支店  普通 498378 

日本スキーオリエンテーリング研究会  武石雄市 

 

申込方法 

上記の参加料等を払込後、必要な事項を記載して次のいずれか

のあて先に申し込んでください。 

◇E-mail  ｓｋｉｏ2010ａｋｉｔａ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ 

◇郵便  〒999-3729 東根市中央東2-3-29  武石雄市 

◇FAX  0237－43－5106 

 

申込期限 

2010 年2 月15 日（月） 必着 

 

立入制限 

競技の公平性を保つため、大会当日まで、大会参加者がオリエ

ンテーリング目的で北欧の杜公園内へ立ち入ることを禁止します。 

 

注意・留意事項 

１ 参加者が自分自身又は他人に与えた損害損傷について、主催

者は一切責任を負いません。参加者各自の責任で、安全に留

意しながらご参加ください。主催者でも傷害保険に加入しますが、

少額ですので、万が一に備え、各自にて保険にご加入されるこ

とをお勧めします。 

２ 参加料等はいかなる場合も返却は致しかねます。 

３ 本大会は、2011 年世界選手権日本代表の選考レースに指定さ

れる可能性があります。詳細は㈳日本オリエンテーリング協会か

ら公表されます。 

４ プログラムは、申込に記載された E-mail アドレスに送信するほ

か、日本スキーオリエンテーリング研究会のホームページ

http://www.skio.jp/でも公開する予定です。 

秋田県立北欧の杜公園 
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