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いばらき２daysオリエンテーリング大会 

Day 1 関東パーク O ツアーin光と風の丘公園 プログラム 

主 催：茨城県オリエンテーリング協会 

開催日：2016 年 12月 10日（土）雨天決行・荒天中止 

集合場所：光と風の丘公園内 クラブハウス前 茨城県稲敷郡美浦村受領 1470 

交 通: 

自家用車： 

圏央道「阿見東 IC」より 15 分（美浦村役場、美浦中央公民館を目指してお越しくだ

さい）．第１駐車場又は第２駐車場をご利用ください（下記地図参照）． 

 
 

第 1，第 2駐車場が満車の場合には，第 3駐車場をご利用ください（直売所の駐車場

のため，他の駐車場が満車の時以外はご利用をお控えください）．  

公共交通：JR常磐線土浦駅より 

JRバス，関東鉄道バス 江戸崎方面行き 

土浦駅西口 1番乗り場 10:35，11:35，12:35 発．約 30分「美浦中学前」下車，徒

歩約 10分（テープ誘導なし）． 

 ＊：現在実証実験として、成田空港第１ターミナル－（稲敷美浦バスターミナル乗換）

－美浦村役場が運行されていて、このバスでも「光と風の丘公園」下車で利用可能で

す．詳細は以下のページをご覧ください． 

http://www.vill.miho.lg.jp/data/doc/1467937663_doc_41_0.pdf 

事前問合先：kobayashis◎lake.ocn.ne.jp （◎を@に換えてください） 

当日問合先：０８０-4321-7991（藤井，オリエンテーリング大会専用） 

受付時間： 11時 10分～13時 30分 ［当日申込］ 

競技形式：ポイントオリエンテーリング スプリント競技，EMITカード使用 

http://www.vill.miho.lg.jp/data/doc/1467937663_doc_41_0.pdf
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位置説明：IOF記号 ［ショートコースは日本語併記］ 

地  図：「光と風の丘公園」，2016年修正調査・作成 

縮尺 1:4,000，等高線間隔 2m，走行可能度 4段階，A4横，JSSOM準拠，ビニル袋密封仕

様．特殊記号等については，地図に表記してあります．また公式掲示板にも地図見本を

貼付します． 

 

【大会について】 

大会会場 

本部・受付等は，光と風の丘公園「クラ

ブハウス」前です．受付開始を 11:10と

しています．ご協力お願いいたします．

ウォーミングアップ等は，クラブハウス

前の広場で行ってください． 

荷物置場・更衣所 

荷物はクラブハウス横のあずまやに置い

てください． 

クラブハウス内に女子更衣室を設けます． 

服装について 

金属ピン付靴は禁止です．服装について

は特に制限を設けませんが，園内には一

般利用者もおられます．公序良俗を考え

た服装をお願いします． 

コンパス貸出 

レンタルが必要な方は申し出ください．

紛失・破損の場合は 2,000 円戴きます． 

公式掲示板 

本部・受付付近に公式掲示板をもうけま

す．このプログラムからの変更点や重要

な注意事項等を掲示します．スタート前

に必ずご確認ください． 

大会の中止 

安全を確保できないと判断した場合には，

大会を中止致します．天候の目安として，

警報以上が発令されている場合です．そ

の場合は県協会 WEBに掲載致します． 

大会の流れ 

開場時間  11:00～15:00 

受 付  11:10～13:30 

スタート 12:00～14:00 

フィニッシュ閉鎖 14:30 

成績速報 随時 

受付（11:10～13:30） 

 [事前申込者] 

受付でバックアップラベルを 1枚ずつお

取りください．EMITカードをレンタルさ

れた方は，受付にてレンタル EMITカード

を受け取ってください． 

 [当日申込者] 

受付横にて，参加申込用紙に必要事項を

記入のうえ，参加費を添えて受付に提出

してください． 

当日参加費 

個人一般（大学生以上）： 1,500円 

高校生以下： 1,000円 

グループ： 2,000円 

EMITカードレンタル：   300円 

 

 

【競技について】 

コース：距離・登距離 

ロング（男子/女子）： 2.5km，70m 

ミドル： 1.8km，40m 

ショート： 1.3km，30m 

グループ：ショートコース 

競技時間 

競技時間は 60分です．競技時間を越えた
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場合は成績に順位がつきません．競技時

間を越えた場合には，競技中であっても

フィニッシュに向かってください． 

コントロール位置説明 

地図に印刷されている位置説明の他に，

スタート地区で縮小プリントされた位置

説明を配布します．配布する位置説明の

大きさは最大 140mm×50mmです． 

スタートエリア(12:00～14:00)  

・ クラブハウス前です．テープ誘導はあり

ません． 

・ スタートエリアの閉鎖は 14:00です．ス

タートエリア閉鎖以後の出走はできま

せん．スタート者の呼び出しは行いませ

ん．時計は現在時刻を表示します． 

・ EMITカードを忘れた方は，出走できませ

ん． 

スタート方法 

・ スタート枠手前にあるユニットで EMIT

カードをアクティベートしてください．

赤いランプが点灯しなかったら役員に

申し出てください． 

・ 3 分前になったら，各クラスのスタート

枠に入ってください． 

・ 1分ごとに一つ前に進みます． 

・ 2 分前にコントロール位置説明を各自取

ってください． 

・ 1 分前に自分のクラスの地図を取ってコ

ース（ロング，ミドル，ショートのどれ

か）のみ確認したら，見ないようにして

持っていてください．なお，ロングコー

スは 1枚の用紙に前半と後半の地図・コ

ースを並べて印刷しています（必ず【重

要】を読んでください）．  

・ スタート 10 秒前のブザーが鳴ったら，

スタートユニットに EMIT カードをはめ

てください． 

・ ブザー音で EMIT カードをスタートユニ

ットから外してスタートです． 

・ 少人数でのコンパクト運営のため，スタ

ートフラッグまで距離があります．必ず

赤白テープに沿ってスタートフラッグ

まで進んでください． 

パンチ方法 

・ コントロールに着いたら，番号を確認し，

EMIT カードをコントロールユニットに

はめ込みます．赤いランプの点灯を確認

してください．赤いランプが点灯しない

場合でも，確実にはめこんでいれば，バ

ックアップラベルに記録が残ります． 

・ 番号順にコントロールを回ってくださ

い．コントロールを飛ばした場合や間違

ったコントロールをパンチした場合，正

しいコントロールからパンチし直せば

完走として認められます． 

フィニッシュ 

・ 最終コントロールから赤白テープ誘導

はありません． 

・ フィニッシュ地点のコントロールユニ

ットをパンチした時点の時刻が記録さ

れます． 

・ 地図の回収はいたしません．スタートし

ていない競技者には地図を見せないで

ください． 

・ 記録の読みとりは，本部にて行います．

速やかに本部に EMIT カードを提出して

ください． 

・ 競技を途中で棄権する場合でも，本部に

EMITカードを提出してください．未提出

の場合には，未帰還者として捜索の対象

になります． 
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【重要】ロングコースの地図印刷 

ロングコースでは，1 枚の用紙に前半と

後半の地図・コースがまとめて印刷され

ています．用紙の左側が前半，右側が後

半です．コースの印刷については，前半

は，スタート△で始まり複数のコントロ

ール○を経てコントロール○で終了して

います．後半は，前半の最後のコントロ

ールの位置をスタート△として，複数の

コントロール○を経てフィニッシュ◎で

終了しています．コントロール番号は，

前半と後半で通し番号になっています．

またコントロール間を結ぶレグ線が他の

コントロールの○と重なる所はレグ線を

切っています．コントロールを回る順番

を間違えないように注意してください． 

成績，速報 

・ 成績速報は，会場にて掲示いたします．

成績データは LapCenterに掲載予定です． 

調査依頼及び提訴 

・ 競技に関する疑義が生じたときは，競技

責任者（小林）に対して調査依頼をする

ことができます．その場合は所定の調査

依頼書に記入して，15時までに提出願い

ます． 

・ 調査に対する回答が不服の場合は，競技

者は提訴することができます．提訴は，

回答が出てから 15 分以内に競技責任者

に，文書にて提出してください． 

 

 

 

 

【注意事項】 

・ 参加者が自分または他者に与えた損

害・損傷については，主催者は責任を負

いません． 

・ 主催者は傷害保険（リクリエーション保

健）に加入し，主催者の責任における傷

害については一定の補償を行います．な

お，万が一に備えて健康保険証を持参す

ることをお勧めします． 

・ 他の公園利用者の迷惑にならないよう

ご注意ください（公園内ではディスクゴ

ルフ、サッカーを行っている場合があり

ます）．競技中は一般利用者の進路を優

先してください．また，休息している一

般利用者を迂回して競技してください．   

・ 公園内の樹木，花壇や工作物を損傷しな

いようご注意ください． 

・ 代走については，本大会では全クラスに

おいて代理出走を認めません． 

・ ゴミ等はお持ち帰りください． 

・ 大会参加申込時に記載頂いた個人情報

は，本大会の運営目的以外には使用いた

しません．なお，記録および大会中の写

真は本大会 WEBに掲載することがありま

す． 

・ 当日申込みは，事前申込みと同じクラス

（コース）を準備しますが，地図の枚数

に限りがあります．場合によっては，す

でにレースを終えた参加者の地図の使

い回しをお願いすることもあります． 

・ 本内容に変更が出た場合は，WEB を利用

して案内いたします．公式掲示板にも変

更点を掲示します． 
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平成 28 年度オリエンテーリングいばらき 2 Days 大会 

Day 1：関東パーク O ツアーin 光と風の丘公園 

平成 28 年 12月 10 日（土） 
 

【個人ショート】2名 

氏 名 時刻 EMIT番号 

永元秀和 12:00 220268(レ) 

杉本若奈 12:05 220269(レ) 

 

【グループ】0組 

氏 名 時刻 EMIT番号 

事前エントリーはありません 

 

【個人ミドル】0名 

氏 名 時刻 EMIT番号 

事前エントリーはありません 

 

【個人ロング】38名 

（表彰は男女別に行います） 

氏 名 時刻 EMIT番号  

杉原輝俊 12:11: 501743 

中安正弘 12:12: 210519 

常住紗織 12:13: 220242(レ) 

山本陽子 12:14: 408454 

渋谷泰樹 12:15: 220243(レ) 

小泉辰喜 12:16: 196185 

高橋厚 12:17: 483410 

兼田史子 12:18: 220244(レ) 

松崎崇志 12:19: 220245(レ) 

山本博司 12:20 412158 

渡辺円香 12:21: 500910 

八神遥介 12:22: 220246(レ) 

勝山佳恵 12:23: 221578 

青木俊之 12:24: 410403 

土井洋平 12:25: 220257(レ) 

兼田僚太郎 12:26: 220258(レ) 

奥尾優里 12:27: 221792 

原野幸男 12:28: 500884 

高村卓 12:29: 198768 

栗原友和 12:30 220259(レ) 

高原剛 12:31: 220260(レ) 

齋藤英之 12:32: 210198 

櫻庭健一 12:33: 220261(レ) 

小暮喜代志 12:34: 500909 

Chi Kin Man 12:35: 171811 

山口征矢 12:36: 198769 

稲田優幸 12:37: 211086 

今泉正喜 12:38: 500907 

鈴木健夫 12:39: 220262(レ) 

杉本光正 12:40 223040 

福田雅秀 12:41: 190125 

斎藤早生 12:42: 172915 

関野賢二 12:43: 220263(レ) 

井口良範 12:44: 220264(レ) 

金井桂一 12:45: 220265(レ) 

大林俊彦 12:46: 173280 

藤生孝志 12:47: 221707 

友野晴夫 12:48: 220266(レ) 
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いばらき２daysオリエンテーリング大会 

Day 2 関東パーク O ツアーin霞ケ浦総合公園 プログラム 

主 催：茨城県オリエンテーリング協会 

開催日：2016 年 12月 11日（日）雨天決行・荒天中止 

集合場所：霞ヶ浦総合公園内「水郷体育館」展示ホール 茨城県土浦市大岩田町 1051 

 WEBページ： https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/dir000574.html 

交 通: 

自家用車： 

常磐道「桜土浦 IC」より 15分（上記 URLにルート案内があります）．水郷体育館横の

駐車場をご利用ください（会場地図参照）．この駐車場が満車の場合には，南側にあ

る臨時駐車場をご利用ください．なお，公園内の他の駐車場は競技エリア内にあり，

利用禁止です．  

公共交通：JR常磐線土浦駅より 

JRバス，関東鉄道バス 江戸崎方面行き 

土浦駅西口 1番乗り場 8:40，9:00，9:10，9:20，9:40，10:00，10:30，10:35，11:00

発．約 10分，「霞ヶ浦総合公園」下車．徒歩約 10分（テープ誘導なし） 

キララちゃんバス（市内循環バス）C2-左回り（C1-右回りのバスもありますが，競技

エリアとの関係で，利用しないでください．帰路は利用可） 

 土浦駅西口 2番乗り場 9:10，10:50 発．約 15 分，「水郷体育館」下車．下車すぐ． 

【会場地図】  

事前問合先：o_compass◎nifty.com （◎を@に換えてください） 

当日問合先：０８０-4321-7991（藤井，オリエンテーリング大会専用） 

受付時間：午前 9時 10分頃～11時 00分 ［当日申込］ 

競技形式：ポイントオリエンテーリング スプリント競技，EMITカード使用 

位置説明：IOF記号 ［ショートコースは日本語併記］ 

地  図：「霞ヶ浦総合公園」，2016年調査・作成，New Map 

縮尺 1:4,000，等高線間隔 2m，走行可能度 4段階，A4横（ロングコース）/A4縦（ミド

ル・ショートコース），JSSOM準拠，ビニル袋密封仕様．特殊記号等については，地図に

表記してあります．また公式掲示板にも地図見本を掲示します． 
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【大会について】 

大会会場 

本部・受付等は，霞ヶ浦総合公園内「水

郷体育館」展示ホールです．展示ホール

内は土足厳禁です．ホール入り口で靴を

脱いでお入りください．展示ホールには

9 時に入場できる予定ですが，準備の都

合上，受付開始を 9:10頃としています．

ご協力お願いいたします．ウォーミング

アップ等は，展示ホール前の広場で行っ

てください． 

荷物置場・更衣所 

荷物は展示ホールに置いてください．更

衣は体育館更衣室，トイレ等をご利用く

ださい． 

服装について 

金属ピン付の靴は禁止です．服装につい

ては特に制限を設けませんが，園内には

一般利用者もおられます．公序良俗を考

えた服装をお願いします． 

コンパス貸出 

レンタルが必要な方は申し出ください．

紛失・破損の場合は 2,000 円戴きます． 

公式掲示板 

本部・受付付近に公式掲示板をもうけま

す．このプログラムからの変更点や重要

な注意事項等を掲示します．スタート前

に必ずご確認ください． 

大会の中止 

安全を確保できないと判断した場合には，

大会を中止致します．天候の目安として，

警報以上が発令されている場合です．そ

の場合は県協会 WEBに掲載致します． 

大会の流れ 

開場時間 9:00～14:00 

受 付 9:10頃～11:00 

スタート 10:10～12:00（予定） 

フィニッシュ閉鎖 13:00（予定） 

成績速報 随時 

表彰 12:30～(予定) 

受付（9:10頃～11:00） 

 [事前申込者] 

受付でバックアップラベルを 1枚ずつお

取りください．EMITカードをレンタルさ

れた方は，受付にてレンタル EMITカード

を受け取ってください． 

 [当日申込者] 

参加申込用紙に必要事項を記入のうえ，

参加費を添えて受付に提出してください． 

当日参加費 

個人一般（大学生以上）： 2,000円 

個人高校生以下： 1,500円 

グループ： 2,000円 

EMITカードレンタル：   300円 

 

 

【競技について】 

コース：距離・登距離 

ロング（男子/女子）： 3.0km，30m 

ミドル： 2.5km，24m 

ショート： 2.0km，20m 

グループ：ショートコース 

競技時間 

競技時間は 60分です．競技時間を越えた

場合は成績に順位がつきません．競技時

間を越えた場合には，競技中であっても

フィニッシュに向かってください． 

コントロール位置説明 

地図に印刷されている位置説明の他に，

スタート地区で縮小プリントされた位置

説明を配布します．配布する位置説明の

大きさは最大 140mm×50mmです． 
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スタートエリア（～12:00） 

・ 展示ホールを出て，正面の水郷プール敷

地の南端です（会場地図参照）．会場か

ら約 200m です．テープ誘導はありませ

ん． 

・ スタートエリアの閉鎖は 12:00です．ス

タートエリア閉鎖後の出走はできませ

ん．スタート者の呼び出しは行いません．

時計は現在時刻を表示します． 

・ EMITカードを忘れた方は，出走できませ

ん． 

スタート方法 

・ スタート枠手前にあるユニットで EMIT

カードをアクティベートしてください．

赤いランプが点灯しなかったら役員に

申し出てください． 

・ 3 分前になったら，各クラスのスタート

枠に入ってください． 

・ 1分ごとに一つ前に進みます． 

・ 2 分前にコントロール位置説明を各自取

ってください． 

・ 1 分前に自分のクラスの地図を取ってコ

ース（ロング，ミドル，ショートのどれ

か）を確認したら，見ないようにして持

っていてください．なお，ロングコース

は 1枚の用紙に前半と後半の地図・コー

スを並べて印刷しています（必ず【重要】

を読んでください）．  

・ スタート 10 秒前のブザーが鳴ったら，

スタートユニットに EMIT カードをはめ

てください． 

・ ブザー音で EMIT カードをスタートユニ

ットから外してスタートです． 

・ 少人数でのコンパクト運営のため，スタ

ートフラッグ（地図上の△）まで距離が

あります．必ず赤白テープに沿ってスタ

ートフラッグまで進んでください． 

パンチ方法 

・ コントロールに着いたら，番号を確認し，

EMIT カードをコントロールユニットに

はめ込みます．赤いランプの点灯を確認

してください．赤いランプが点灯しない

場合でも，確実にはめこんでいれば，バ

ックアップラベルに記録が残ります． 

・ 番号順にコントロールを回ってくださ

い．コントロールを飛ばした場合や間違

ったコントロールをパンチした場合，正

しいコントロールからパンチし直せば

完走として認められます． 

フィニッシュ 

・ 最終コントロールから赤白テープ誘導

はありません． 

・ フィニッシュ地点のコントロールユニ

ットをパンチした時点の時刻が記録さ

れます． 

・ フィニッシュ地点で地図を回収しませ

ん．スタートしていない競技者には地図

を見せないでください． 

・ 記録の読みとりは，本部にて行います．

速やかに本部に EMIT カードを提出して

ください． 

・ 競技を途中で棄権する場合でも，本部に

EMITカードを提出してください．未提出

の場合には，未帰還者として捜索の対象

になります． 

【重要】ロングコースの地図印刷 

ロングコースでは，1 枚の用紙に前半と

後半の地図・コースを並べて印刷されて

います．左側が前半，右側が後半です．

コースの印刷については，前半は，スタ

ート△で始まり複数のコントロール○を

経てコントロール○で終了しています．
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後半は，前半の最後のコントロールの位

置をスタート△として，複数のコントロ

ール○を経てフィニッシュ◎で終了して

います．コントロール番号は，前半と後

半で通し番号になっています．またコン

トロール間を結ぶレグ線が他のコントロ

ールの○と重なる所はレグ線を切ってい

ます．コントロールを回る順番を間違え

ないように注意してください． 

成績，速報 

・ 成績速報は，会場にて掲示いたします．

成績データは LapCenterに掲載予定です． 

・ 各クラス上位 3 位まで表彰いたします． 

調査依頼及び提訴 

・ 競技に関する疑義が生じたときは，競技

責任者（藤井）に対して調査依頼をする

ことができます．その場合は所定の調査

依頼書に記入して，13時までに提出願い

ます． 

・ 調査に対する回答が不服の場合は，競技

者は提訴することができます．提訴は，

回答が出てから 15 分以内に競技責任者

に，文書にて提出してください． 

 

 

【注意事項】 

・ 参加者が自分または他者に与えた損

害・損傷については，主催者は責任を負

いません． 

・ 主催者は傷害保険（リクリエーション保

健）に加入し，主催者の責任における傷

害については一定の補償を行います．な

お，万が一に備えて健康保険証を持参す

ることをお勧めします． 

・ 他の公園利用者の迷惑にならないよう

ご注意ください．競技中は一般利用者の

進路を優先してください．また，休息し

ている一般利用者を迂回して競技して

ください．ジョギング，ランニングをし

ている利用者と衝突しないように． 

・ 公園内の樹木，花壇や工作物を損傷しな

いようご注意ください．中央の広場は，

芝の養生中ですが，通過可能です． 

・ 代走については，本大会では全クラスに

おいて代理出走を認めません． 

・ ゴミ等はお持ち帰りください． 

・ 大会参加申込時に記載頂いた個人情報

は，本大会の運営目的以外には使用いた

しません．なお，記録および大会中の写

真は本大会 WEBに掲載することがありま

す． 

・ 当日申込みは，事前申込みと同じクラス

（コース）を準備しますが，地図の枚数

に限りがあります．場合によっては，す

でにレースを終えた参加者の地図の使

い回しをお願いすることもあります． 

・ 本内容に変更が出た場合は，WEB を利用

して案内いたします．公式掲示板にも変

更点を掲示します．
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「霞ケ浦総合公園」の地図表記について 

 

 「霞ケ浦総合公園」の地図は JSSOM に準拠していますが，下記のような基準を設けて調

査・作図しています． 

 

 岩：目立つものについては，高さ 50cm 程度の岩も表記しています．また，二つの

岩がくっついている場合，岩石群とはせずに，一つの岩で表記している場合があり

ます． 

  
 飛び石による渡河点と水路沿いの人工の被覆（小石をコンクリートで固めたもの，

ブロック等）については，「橋（512.1）」と「露岩（212）」で表記しています． 

 

 膝の高さであっても乗り越えてはいけない柵は，「通行不能な柵または手すり（524）」

で表記しています． 
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 大きな滑り台を「通過不能なパイプライン（534）」で表記しています． 

 

 水飲み場（水道），ベンチ，園内の案内看板等は，表記していません．ただし，一

つだけ「小さな噴水または井戸（312）」（青色の○）で表記した目立つ水飲み場（水

道）があります． 

 

※地図上で表記されていません． 

 「小さな噴水または井戸（312）」（青色の○）で表記 
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【個人ショート】1名 

氏 名 時刻 EMIT番号 

永元秀和 10:15 220365(レ) 

 

【グループ】0名 

氏 名 時刻 EMIT番号 

事前エントリーはありません 

 

【個人ミドル】0名 

氏 名 時刻 EMIT番号 

事前エントリーはありません 

 

【個人ロング】35名 

（表彰は男女別に行います） 

氏 名 時刻 EMIT番号  

松崎崇志 10:21: 220276(レ) 

渋谷泰樹 10:22: 220313(レ) 

常住紗織 10:23: 220314(レ) 

中安正弘 10:24: 210519 

斎藤早生 10:25: 172915 

大林俊彦 10:26: 173280 

森川正己 10:27: 172471 

福田雅秀 10:28: 190125 

齋藤英之 10:29: 210198 

金井桂一 10:30 220322(レ) 

高橋厚 10:31: 483410 

兼田僚太郎 10:32: 220347(レ) 

Chi Kin Man 10:33: 171811 

土井洋平 10:34: 220348(レ) 

成田美奈子 10:35: 220305 

小泉辰喜 10:36: 196185 

小島由幸 10:37: 171781 

高村陽子 10:38: 400770 

小暮喜代志 10:39: 500909 

山本陽子 10:40 408454 

藤生孝志 10:41: 221707 

五十嵐則仁 10:42: 200118 

渡辺円香 10:43: 500910 

櫻庭健一 10:44: 220349(レ) 

源後知行 10:45: 183122 

兼田史子 10:46: 220350(レ) 

八神遥介 10:47: 220351(レ) 

山本博司 10:48: 412158 

高村卓 10:49: 198768 

今泉正喜 10:50 500907 

井口良範 10:51: 220362(レ) 

鈴木健夫 10:52: 220363(レ) 

関野賢二 10:53: 220364(レ) 

中山勝 10:54: 409792 

青木俊之 10:55: 410403 

 




