関東パーク O ツアー2017

in

水郷県民の森

水郷県民の森大会(平成 29 年度いばらき大会)要項
（H30.1.21 版）
【注意】今大会ではプログラム公開はありません。競技上の注意事項等を本要項に加筆し
ていきますので、大会前に再度確認をお願いします（会場でも掲示します）。
【更新記録】
29.11.1：要項第１版公開
29.11.17：関東パーク O ツアーへの参加にともない、申込時の
情報を追加（西暦生年月日）。既に申込をされている参加者
には、当日確認させていただきます。
29.12.17：交通手段、保険等について追記しました（青の下線部）。
また地図、コースに関する注意事項を要項の後ろに追加しました。
30.1.4：スタート方式、地図等について追記しました（オレンジの下線部）。
30.1.10：コース距離、配付用位置説明等について追記しました（緑の下線部）。
30.1.21：会場、交通手段、受付等について追記しました（紫の下線部）。

茨城県マスコット ハッスル黄門

○開催日

平成 30 年 1 月 28 日(日)

※雨天決行、荒天中止

○主

催

茨城県オリエンテーリング協会（主管：第 2 支部、協力：ときわ走林
会）

○会

場

茨城県水郷県民の森 ビジターセンター
ビジターセンター北端（センターに向かって左側）の研修室を利用
します。駐車場側から研修室に直接お入りください（メインのドアか
ら入ることはご遠慮ください）。ビジターセンター内は土足厳禁です。
トイレはビジターセンター内、ビジターセンター南側（屋外）にありま
す。
〒311-2434 茨城県潮来市島須 3072-83
http://www.ibaraki-suigou.jp/
【電車の場合】
JR 東日本 鹿島線 潮来駅または延方駅からタクシーで約 15 分（相
乗りを推奨します）
、または、道の駅「いたこ」が運営している「あや

め号」をご利用ください。ただし「あやめ号」は 20 名程度しか乗車で
きませんので、道の駅「いたこ」利用者を優先するようにお願いしま
す。「あやめ号」：http://www.michinoeki-itako.jp/bus.html
【自動車の場合】
ビジターセンター前の駐車場をご利用ください。駐車場は 9 時に開
門されます。一般の利用者も同じ駐車場を利用しますので、満車の場
合には、第 5 駐車場をご利用ください（第 5 駐車場の場所は、当日ご
案内します）。
○日

程

受 付
スタート
フィニッシュ閉鎖

9 時 30 分〜11 時 00 分
10 時 30 分～（予定）。ただしスタート地区の準備が
完了し次第、スタートしていただいて構いません。
13 時 00 分 （予定）

○受

付

事前申込者：受付で事前申込の確認を受け、参加費をお支払いくださ
い。個人所有 EMIT カードの場合には、バックアップラベルをお取りく
ださい。
当日申込者：当日参加申込用紙に必要事項を記入の上、参加費をお支
払いください。個人所有の EMIT カードも利用できます。

○競

技

ポイントオリエンテーリング スプリント形式競技
電子カードシステム（EMIT カード）を使用
スタート時刻の事前指定は行いません（リフトアップスタート）。スタ
ート枠手前にあるリストに、名前、クラス、EMIT カード番号等を記入
し、1 分毎にスタートしてください。2 分前枠で位置説明（縮小印刷，
最長 15cm）をピックアップできます。フィニッシュでは地図の回収は
行いません。スタート前の参加者に、地図を見せないように。
※テレインの制約のため、素早いルート選択を要求するような厳密な
「スプリント形式」ではありません。

○地

図

『いばらき水郷県民の森 –West-』 New Map!
茨城県オリエンテーリング協会第 2 支部（調査・作図 藤井範久）
縮尺 1:4,000、等高線間隔 2m、JSSOM2007 準拠
※複数の隣接コントロールがあるエリアについては（15m より近いコ
ントロールもあります）
、同じ地図の面に、縮尺 1:2,000 の地図（コマ
地図）も印刷しています。地図のサンプルを、当日会場に掲示します。

○参加資格

性別、年齢は問いません。健康でオリエンテーリングに興味をもって
いる方ならどなたでも参加することができます。

○クラス

対

象

優勝設定時間

Long

個人上級者（距離長め）

１８分
距離 3.4km，登距離 60m

Middle

個人中級者（距離短め）

１５分
距離 2.8km，登距離 50m

○参加費

Short

個人初心者／グループ

個 人
グループ

1,500 円/人
1,000 円/グループ

２０分
距離 2.3km，登距離 40m

（当日申込 2,000 円/人）
（当日申込 1,500 円/グループ）

EMIT カードレンタル 300 円
※参加費等は、大会当日、受付でお支払いください。
※平成 29 年度茨城県オリエンテーリング協会会員には、500 円割引し
ます。
※地図に余裕がある限り、2 回目の出走が可能です（当日参加申込用紙
にお名前等を記入の上、受付へ。300 円）。ただし参考記録です。
○申込方法

１）メールでの申込
申込先のアドレスに、以下の必要事項を送信してください。
・氏名（グループの場合は参加者全員）
・性別（グループの場合は参加者全員）
・年齢（グループの場合は参加者全員）
・生年月日（西暦、グループの場合は代表者のみ）
・所属クラブ（なくても構いません）
・参加希望クラス
・EMIT カード（レンタルか個人所有カードか、個人所有カードの場合
は EMIT カード番号）
・住所（グループの場合は代表者）
・電話番号（グループの場合は代表者）
申込先メールアドレス：o_compass●nifty.com(●=@) （藤井）
２）郵送による申込
下記まで必要事項を記入の上、申込ください（はがきでも OK）。
郵送先住所：305-0045 つくば市梅園 2-15-8-302 藤井範久
氏名

性
別

生年月
年
日(西 クラス
齢
暦)

EMIT
カード

住所

電話番
号

EMIT カード番号

（

）

グループの場合、代表者を先頭にご記入下さい。
３）事前申込締切 平成 30 年 1 月 22 日（月）
メール送信または必着
４）当日申込
9 時 30 分～11 時 00 分、会場で受け付けます。
※当日申込は、事前申込と同じコースを準備しますが、地図の枚数に

限りがありますので、希望するコースとならないこともあります。
○問合先

メールアドレス：

o_compass●nifty.com (●=@)

（藤井）

○注意事項、 ・大会成績は、茨城県協会の WEB で公開します（Lap Center へリンク
その他
を予定）。
・服装：金属ピン付きシューズの使用を禁止します。
・公園内には一般の来園者も居られます。十分注意して競技してくだ
さい。
・個人情報は当大会を開催する目的以外には使用しません。
・大会に関する質問は問い合わせ先までお問い合わせください（大会
会場に直接問い合わせるのは、ご遠慮ください）。
・主催者でリクリエーション保険に加入しますが、保険証（またはコ
ピー等）をご持参ください（安全は自分自身で確保してください）。
・日本オリエンテーリング協会の「行事賠償責任保険」の適用申請を
行う予定です。
以

上

地図表記について：
○ 不明瞭な小径：テレイン内で草刈りが行われこと，
また落ち葉が多いことにより，以前は小径として認
識できたものを「不明瞭な小径」として表記してい
ます．さらに，落ち葉が積もって，小径の周りとの
区別が困難になっている箇所があります（写真参
照．中央に小径があります）．「よく見れば」小径を
たどることはできますが，小径を横切った際には気
が付かない可能性があります．
○ 溝・水路：道の脇に溝（側溝）があるところがありま
す（写真参照）．林から道に出るとき，林に入る時
などには，注意してください．地図では，参考図の
様に，黒線を表記せず，青破線が目立つような表
記としています．

○ 穴の表記：テレイン内には直径１ｍ程度，深さ５０
cm 程度の小凹地が多数ありますが，特に目立つ
ものしか地図には表記していません．たとえば，写
真で示す程度の小凹地は地図には表記していま
せん．

○ ロープによる囲い：園内には，調査用にロープで囲ったエリア
があります．地図には表記していませんが，絶対に立ち入ら
ないでください．
○ ベンチ，椅子：公園内にあるベンチや椅子は，地図には表記
していません．

コースについて
○ 隣接コントロール：コース設定の関係で，10m 程度しか離れていない同じ特徴物にコントロールが設
置されているエリアがあります．しっかり番号を確認してから，パンチしてください．また，このエリアに
ついては，縮尺 1:2,000 のコマ地図が，競技用地図（縮尺 1:4,000）に追加印刷してあります．縮尺
1:2,000 のコマ地図では，地図記号は 2 倍の大きさで印刷し，コントロールの○や数字は縮尺 1:4,000
の地図と同じ大きさで印刷しています．詳しくは会場の地図見本で確認してください．

