
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 

 要項  
2010 年 2 月 27 日（土）～28 日（日）  秋田県北秋田市 

 
2009 年 3 月、アジアで初めて、北海道ルスツリゾートで開催された 

世界スキーオリエンテーリング選手権は、たくさんの感動を残して幕を閉じました。 

そして、2009-2010 年シーズン、 

一段と注目を集める日本のスキーオリエンテーリングは新時代を迎えました。 

クロカンスキー王国秋田で、初めてスキーオリエンテーリング大会が開催されます。 

 

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。） 

交通手段 

会場への公共交通機関はありません。自家用車、タクシー、レン

タカーなどの相乗りにご協力ください。 

◇大館能代空港から車で 7 分 

出発 到着 出発 到着

ANA 羽田 大館能代 ANA 大館能代 羽田

787便 7:30 8:40 788便 9:10 10:25

789便 16:15 17:25 790便 18:00 19:20

ANA 伊丹 大館能代 ANA 大館能代 羽田

1667便 11:10 12:45 1668便 13:20 15:10

※2009年11月1日～2010年１月４日ダイヤ  

◇東北自動車道 十和田IC から車で 50 分 

◇秋田自動車道 二ツ井白神 IC から車で 20 分 

◇秋田内陸縦貫鉄道 大野台駅から 3.5km 

◇JR 鷹ノ巣駅から 10km 
 
宿泊等に関する情報 

宿舎の指定はいたしません。 

なお、次の宿舎に宿泊した場合、会場⇔宿舎の送迎バスを利用

することができます。 

◇森吉あゆの里温泉「あゆっこ」 

秋田内陸縦貫鉄道 米内沢駅から 300ｍ 

電話 0186-60-5522（予約専用） 

1 泊2 食付 7,500 円 

* 予約・精算は各自で行ってください。 

* 予約の際は、本大会参加者である旨及び送迎バスの利用の

有無を必ず伝えてください。 

* 大会参加者同士の相部屋になります。 

* 定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。 
 

会場付近に売店はありません。昼食の弁当を希望する場合は、

参加申込の際に注文してください。 
 
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 

 

トレーニングに関する情報 

主催者は、トレーニングコースを準備しません。 

なお、会場近隣の大館能代空港周辺ふれあい緑地に常設のク

ロスカントリースキーコースがあり、利用することができます。 

 

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。 

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

・

 


