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復活	 第２回高山市民オリエンテーリング大会プログラム	

	

【大会の概要】	

開	催	日	 	 平成２９年１１月４日（土）雨天決行・荒天中止	

開	催	地	 	 中山運動公園公園（岐阜県高山市中山町）	 	

主	 	 催	 	 岐阜県オリエンテーリング協会	

後	 	 援	 	 高山市教育委員会	

	

大会実行委員長	 大場	 尊美	

運営責任者	 	 牧ケ野	 敏明（高山市出身）	

競技責任者	 	 橋本	 八州馬（高山市在住）	

コース設定者	 橋本	 八州馬	

大会役員	 	 牧ケ野敏明、橋本八州馬、後藤康弘、清水秋男、高田広彦、杉森憲文	

受	 	 付	 	ビッグアリーナ正面玄関左手特設会場（トレーニング室外側）	

受付時間	 ９:３０～1０:３０	

 

【会場までの交通】	

高山駅より徒歩 2.5km	約４０分	
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公共交通機関	 市内循環バス「のらマイカー」西線ビッグアリーナ前下車	

・右回り、左回りがありますのでご注意ください。本数は多くはありません。	

自家用車	

・来場は、自家用車が便利です。ビッグアリーナへの進入は、一方通行になっていま

すのでご注意願います。	

・岐阜・名古屋、北陸方面より遠来の方は、東海北陸自動車道清見インター→中部縦

貫道上切インター→ビッグアリーナが便利です。	

【駐車場について】	

・駐車場については、案内図を参照してくだ

さい（P のあたり）。当日は、収容台数には余

裕があります。路上駐車、他施設への駐車は

しないでください。	

【会場案内】	

・会場は、ビッグアリーナ玄関左手のピロテ

ィの一部になります（受付とあるあたり）。

一般の来場者も多いことが予想されます。

十分男子、女子とも更衣所としてテント（４

〜６人用）をご用意いたします。代わり合

ってご利用ください。	

・	貴重品の管理は各自でお願いいたします。	

・	受付付近に公式掲示板を設置します。スタート前に必ずご確認ください。	

・	ビッグアリーナ付近に売店兼食堂は１軒あります。コンビニ等は少し離れていま

す。近くには讃岐うどんの店が１軒あります。	

・	トイレは、ビッグアリーナ内、外にあります。テレイン内にも各所にトイレがあ

ります。競技中使用できます。ビッグアリーナ内部は土足禁止です。	

・	会場を退去するときは、ご自分の周囲のゴミをかたづけ各自でお持ち帰りくださ

い。	

【競技について】	

競技形式＝ポイントオリエンテーリング（日本ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ競技規則に準拠）指定さ

れたコントロールポイントを順番通りに全て通過しその所要時間を競う。	

地	図	名＝「中山運動公園」New	Map	2017 年	

	 ・岐阜県オリエンテーリング協会作成	 2017 年	 2017 年 9 月〜10 月調査	

車は一方通行です	

受付	
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	 ・縮尺	 1:4000		等高線間隔２ｍ	 通行可能度表示４段階	 JSSOM2007 準拠	

	 ・サイズ	 A4 版	 コース印刷済み	 ビニール袋封入済み	

＊地図は、国土地理院作成基盤地図情報を元に調査作図をしたものです。オリエン

テーリング国際標準規格に基づき作図されています。通常の見慣れた地図とは記

号等が異なります。詳しく知りたい方は、日本オリエンテーリング協会のホーム

ページをご覧ください（http://www.orienteering.or.jp/rule/）。会場に別の大

会の地図を参考に表示しますのでご覧ください。	

＊特に立ち入り禁止の場所等の表示にはご注意ください。	

＊地図に表示しきれない花壇、植え込み、深い溝・水路、さくなどがありますが無

理をして越えようとしないでください。	

位置説明＝IOF 記号、日本語表記も用意	

通過証明＝SPOLTident 電子パンチシステム（SI カード）を使用（主催者で用意しま

す）＊P５写真を参照	

コース＝E（2.7km）,A(2.2km),N(1.7km)の３コースを用意します。距離は直線で測

定しての数値です。	

＊工事等の関係で若干変更がある可能性があります。最終的なコース距離等は当日

受付付近に設置した公式掲示板に掲示します	

クラス〔グループ〕家族、一般、小学生	 〔個人〕男子、女子、中学生、小学生、

高年男子、高年女子を予定しています。	

【競技開始までの流れ】  
*オリエンテーリング大会に参加されるのは初めての方も多いと思います。いろいろ

分かりにくい点も多いかと思いますが、スタッフが案内しますのでお気軽にお尋ね

ください。	

	 ＜受	 	 	 付＞	

・	地図の枚数の限りにおいて、当日参加を受け付けます。（できるだけ事前

連絡をお願いします）	

・	受付時間は９時３０～1０時３０分まで。	

・	事前申込済の方は、受付で参加料を支払ってください。なるべくお釣りの無いよ

うにお願いします。	

・	当日申し込みの方は参加申込を記入し、参加料を添えて提出してください。	

・	参加料は小学生 500 円、中学生以上 1000 円です。	

・	係から	SI カード等を受け取ってください（個人・チームに一つ／無料）SI カー

ドは大変高価ですので破損や紛失の無いように注意してください。	
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・	コンパスが必要な方は貸し出しをします（個人・チームに一つ／無料）。コンパ

スは、高価な物ですので紛失や破損することが無いよう気をつけてください。ひ

もを手首に通しておくようにしてください。	

＜荷物置き場、更衣＞	

・受付近くに荷物置き場（ブルーシート）を設けますが、貴重品等の保管は各自

お願いいたします。受付とスタート地点は、近接しています。 

＜開会行事＞	 	

		・１０時３０分から簡単な開会行事を行います。 
・SI カードとコンパスを持ってスタート地点（係員が指示します）へ集まって

下さい。スタート地点で、開会式と競技説明を 1０時３０分から行います。	

＜スタート＞	

・スタート時刻は 11 時００分からです。時差スタートです。係の指示に従いス

タートしてください。	

・事前に申し込まれた方は、スタート時刻を指定してあります。スタートリスト

を参照してください。	

・当日申し込みの方は、受付でスタート時刻を指定します。	

	 ＜初心者説明＞  
・受付と並行して、地図の見方、コンパスの使い方などについて、初心者向け説

明を行いますので、希望される方はお集まりください。 
＊	ウォーミングアップエリアは、正面玄関向かって右手のピロティ前のみでお願い

します。 

＊	受付、ウォーミングエリアは駐車場・駐輪場と隣接していますので、十分注意し

てください。 
【競技方法】  

・ポイントオリエンテーリング形式で行います。地図

上に示されたコントロールポイントを順番通りに全

て回りゴールします。所要時間を競います。	

・通過照明は SI カードをステーションに差し込むこ

とで行います。差し込んだ時に反応音がしてカードに

ステーションの番号とその瞬間の時間が記録されま

す。この動作をパンチすると言います。	
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【スタートからフィニッシュまでの流れ】	

①スタート枠の前で待機する。	

・クリアステーションに SI カードを差し込みメモリをクリアします。	

・	チェックステーションに SI カードを差し込みスタートへ入ったことをステーシ

ョンとカードに記録します。	

＊どちらも「ピッ」という反応音がします。	

②スタート枠に入る‘	

・スタート３分前になったらスタート枠に入ります。	

・係が氏名と SI カードの番号をチェックします。	

・１分立ってブザーが鳴るので一つ前の枠へ進みます。	

・さらに１分たってブザーがなるので一番前の枠へ進みま

す。	

・１０秒前にブザーが鳴ります。スタート準備をしてくだ

さい。地図を係が前に置きます。地図は、スタートと同時に見るようにしてくださ

い。	

・３秒前からカウントダウンがされます。スタートのブザーがなると同時にスター

トステーションに SI カードを差し込み、反応音がしたらスタートします。	

③スタートしたら	

・スタートフラッグまでは赤コーンに沿って進みます（約５

０m）。	

・スタートフラッグの位置は地図上に赤色の三角形で示され

ています。（＊ここにはフラッグのみ置いてあります。）	

・そこから地図に示された１、２、３・・・の順にコントロ

ールポイントを回ります。	

・クラスが複数あるので、コントロールポイントには３１以

上の番号がついています。地図の位置説明のところに１（３

１）２（４０）などのように表示されています。（	 	 	 ）内の番号がコントロール

番号（コントロールコード）です。	

それぞれのコントロールポイントへ着いたらコントロールの番号を確かめSIカード

を差し込みます（パンチする）。	

�� ︎︎＊コントーロルポイントを誤ってパンチした場合。	

そのまま、正しいコントロールポイントへ行きパンチをすれば大丈夫です。	

＊コントロールを飛ばしてパンチした場合	
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飛ばしたコントロールへ行きパンチをした後、そこから順番通りにパンチをしてい

けば大丈夫です。	

例えば、３番まで正しくパンチした後、４番を飛ばして５番をパンチした場合は、

４番へ戻ってパンチをし、その後５番も再度パンチして６、７、８・・・と続けて

ください。	

＊パンチをしても反応しないとき（ピッという音が聞こえないとき）	

・バックアップのためにピンパンチ（針パンチ）がついています。地図の余白にホ

ッチキスのように紙をはさみこんでパンチをしてください。針穴のパターンがつき

ます。ゴール後、係に申告してください。	

④ゴール	

・最終コントロールから赤テープ赤コーンに沿ってフィニッシュ地点まで進みます。

フィニッシュ地点にフィニッシュステーションがあるので忘れずにパンチをしてく

ださい（パンチングフィニッシュ）。	

⑤ゴール後	

・そのまま、受付地点のカードの読み取り所へ行き、カードを読み取ります。	

・記録は、すぐにプリンタで印刷されるので受け取ってください。	

・後でチャレンジコースに挑戦する方はそのまま SI カードを持っていてください。

挑戦しない方は、SI カードをその場で返却してください。	

・随時成績速報を表示します。速報は、ランナーがゴール後カードを読み取るたびに

更新されます。	

【競技終了後】	

・本部にて成績表の郵送は１部２００円で受け付けます。	

・地図販売は、余部があれば本部にて一枚３００円で 12：30 頃から販売します。	

・成績は当協会のホームページ http://www.orienteering.com/~gifu/に掲載します	

・苦情・質問は本部で受け付けます。	

【表	 彰】	

・	1２：３０頃より、表彰式を行います(準備でき次第／多少時間は前後しま

す)。各クラスの１～3 位を表彰します。	

【チャレンジコース】	

・表彰終了後チャレンジコースを開設します。１本目と違ったコースにチャレンジ

できます。	

・スタート、ゴール位置は変わりません。	

・スタート時刻は指定しません。前の方と間隔を空けて、自分のタイミングでスタ
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ートしてください。	

＊１４：３０までにゴールしてください（全部回れなくても）。	

【注意事項】下記の注意点をお守りください。	

・公園内は、急峻な箇所もありますので、運動のできる服装でご参加ください。	

・参加者はマナーを守り、大会運営に御協力ください。また、一般の公園利用者に

迷惑をかけないよう注意し、公園や会場内の樹木や施設を傷つけないでください。 

・参加者は自分自身の健康状態を考え、絶対に無理をしないでください。	

・給水所は設けません。公園内に水飲み場がありますが、個人判断で飲用してくだ

さい。ルート選択によっては水飲み場を通らないこともありますので、必要な方は、

各自、飲料水を持って出走してください。	

・公園内は、見通しが悪い部分もあるので十分注意して走行してください。一部車

の通る道や駐車場も通ったり公園管理用の車両が通ったりする場合があります。	

・飛騨高山高校山田キャンパス内がコースに含まれています。園芸施設、農園、畜

産施設、日本庭園は立ち入り禁止です。十分注意してください（地図に表示してい

ます）。	

			・工事中の部分もありますので十分注意してください。	

・落石・落枝や倒れやすくなっている樹木もありますので十分気をつけてくださ

い。	

・主催者は傷害保険に加入しますが、補償額には限度がありますので、各自でも加

入してください。また、保険証の持参をお勧めします。 
・服装や靴については特に重装備は必要ありませんが、運動に適した服装や靴を着

用してください。肌を露出しないよう長袖・長ズボンの着用をお勧めします。 
・競技中の怪我等については応急手当までとし、参加者が自己または第三者に与え

た事故・損傷・損害損傷等についても主催者及び主管者は一切の責任を負いません。	

【当日緊急連絡先】	 090-5623-9843 橋本	

＊	荒天中止の場合は、岐阜県オリエンテーリング協会のホームページでお知らせす

る予定です。不明の場合は上記へ問い合わせてください。	

◎今後の岐阜県オリエンテーリング協会が主催・主管する体験会・大会の予定	

	 平成３０年３月４日（日）	 白川郷スノーゲイン２０１８	

スノーシューを履いて雪原を駆け巡るオリエンテーリングです。毎年開催さ

れているのは、全国でもこの大会だけです。	

＊	詳細は、今後、岐阜県オリエンテーリング協会のＨＰで掲載していきます。	

	



 8 

	


