
平成 30 年度 いばらき大会 プログラム 

主 催：茨城県オリエンテーリング協会  

開催日：2019 年 1 月 26 日（土）雨天決行・荒天中止 

問合先：ibaraki.taikai@gmail.com  

１．集合場所について 

集合場所：涸沼自然公園管理事務所付近   

集合場所までの交通:   

自家用車： 北関東自動車道「水戸南 IC」より 15 分   

涸沼自然公園の駐車場を利用できます。  

一般の方も来場するので公園入って右側に駐車するようご協力ください。 

公共交通： 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線「大洗駅」 約 7.5km  

自家用車でのご来場を推奨いたします。 

２．大会について 

・大会会場

本部・受付等は，涸沼自然公園管理事務所付近です。受付開始を 9：45 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，会場付近の広場で行ってください。  

荷物は会場付近においてください。女子の更衣用テントは設けませんが、会場近く のトイ

レでも着替えることは可能です。

・服装について

金属ピン付靴は禁止です。 

節度ある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設けます。 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  9:30 

当日受付 9:45～12:45 

スタート 11:00～13:00

表彰式  14:00 頃 

フィニッシュ閉鎖 14:30

成績速報 随時 

・受付

[事前申込者](9:45～12:45)  

受付で参加費をお支払いの上、バックアップラベルを 1 枚ずつお取りください。 E カード

をレンタルされた方は，参加費をお支払いの上受付にてレンタル E カードを受け取ってく

ださい。   

[当日申込者](9:45～12:45)  

受付横にて，参加申込用紙に必要事項を記入のうえ，参加費をお支払いの上受付に提出して

ください。  

当日参加費 個人： 2,000 円  

レンタル E カード使用：＋300 円

平成 30 年度茨城県オリエンテーリング協会会員： -300 円 

（会員証の提示をお願いいたします）  

当日、地図に余裕がある場合に限り、２回目のレースを希望される方は、500 円で参加でき

ます。ただしこの場合でも、スタート閉鎖時刻後の出走はできません。 

３．競技について 

競技形式 ポイントオリエンテーリング EMIT カード使用  

位置説明 IOF 記号  

地図 「涸沼自然公園」作成年 2018、縮尺 1：4000、等高線間隔 2m、 

走行可能度 4 段階表示、 ISSOM2007 準拠、地図サイズ A4(297mm×210mm) 

特殊記号等については， 地図に表記してあります。   

L コースのみ２マップ制となっております。

コース距離 

L：2.82km 

M：2.24km 

S：1.36km 

※コース距離は変更される場合があります。

競技時間 競技時間は各クラスが 90 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。

スタート(10:15～13:00) 

・ スタートは受付付近です。

・ スタートは１分間隔のフリースタート方式です。役員の指示に従って、出走してくだ

さい。 

・ スタート地区の閉鎖は 13:00 です。スタート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 E 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クラスのみ確認したら，見ないようにして持って

いてください。 

・ スタート 10 秒前の合図で， スタートユニットに E カードをはめてください。

・ 合図で E カードをスタートユニットから外してスタートです。

・ スタート誘導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、E 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。 

・ 途中に給水所は設けません。

フィニッシュ 

・ 最終コントロールから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。 

・ フィニッシュ後は E カードを読み取り所へ提出してください。

・ 競技を途中で棄権する場合でも、本部に E 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。 



成績、速報、表彰式 

・ 成績速報は、会場にて掲示いたします。 成績データは、県協会 Web 及び LapCenter

に掲載いたします。 

・ 表彰式は 14:00 頃会場付近で行います。

・表彰対象は各クラス上位三名です。

 ４．注意事項 

・ 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。

・ 代走については、受付まで連絡ください。

・花壇や植え込みに入る、樹木を傷つける等、公園を損なうことはしないでください。

・地図上で立ち入り禁止と表記される範囲には、絶対に入らないでください。

・会場周辺の道路は駐車禁止です。指定した駐車場をご利用ください。

・公序良俗に反する服装はお控えください。

・運営の妨害とみなされるような行為・公序良俗に反する行為があった場合、失格となり

ます。 

・貴重品などの管理は各自でお願いします。盗難などについて、主催者側は責任を負いま

せん。 

・参加者が自分自身、あるいは第三者に与えた損害に対して、主催者側はその責任を負い

ません。 

・自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。

・会場は一般の方が多く居る公園内です。ぶつかる事が無いよう、充分に注意して走行して 

ください。  

・当日申し込みは、地図枚数に限りがありますので、希望のクラスに出られないことがあり 

ます。  

・申し込みの際にいただいた個人情報は本大会の運営のみに使用いたします。

・記録及び大会で撮影した写真や動画を広報などに掲載することがあります。

・ 本内容に変更が出た場合は、公式掲示板にも変更点を掲示します。



氏名 ふりがな クラス 年齢 性別 所属 Ｅカード番号

岩崎和雄 いわさきかずお L 70 男性 ARDF-OL レンタル

三田一英 みたかずひで L 50 男性 Club阿闍梨 501741

小暮喜代志 こぐれきよし L 43 男性 ES関東C 500909

渡辺円香 わたなべまどか L 43 女性 ES関東C 500910

岩崎てるみ いわさきてるみ S 65 女性 FOX-OL レンタル

井村唯 いむらゆい L 20 女性 NUOC 488139

岩橋拓磨 いわはしたくま L 19 男性 NUOC 222818

小笠原篤也 おがさわらあつや L 19 男性 NUOC 502607

佐藤洋也 さとうひろや L 19 男性 NUOC 502608

長谷川拓海 はせがわたくみ L 20 男性 NUOC 222823

祖父江有佑 そぶえゆうすけ L 18 男性 OLCルーパー レンタル

兼田史子 かねこふみこ L 41 女性 Team白樺 レンタル

兼田僚太郎 かねたりょうたろう L 41 男性 Team白樺 レンタル

小泉知貴 こいずみともき L 24 男性 入間市OLC 221539

大林俊彦 おおばやしとしひこ L 54 男性 大阪OLC 502619

森山松年 もりままつとし L 70 男性 春日部OLC 501790

高橋公康 たかはしきみやす L 50 男性 上尾OLC レンタル

橘直隆 たちばななおたか L 71 男性 上尾OLC 502761

山口征矢 やまぐちゆきや L 73 男性 川口OLC 198769

福田雅秀 ふくだまさひで L 55 男性 川越OLC 190125

日向繁 ひなたしげる L 65 男性 協和OL 222930

土井洋平 どいようへい L 46 男性 群馬県太田市 233371

東将央 あずままさお L 25 男性 京葉OLクラブ 200572

阿部稜 あべりょう L 25 男性 京葉OLクラブ 505346

田中基成 たなかもとなり L 24 男性 京葉OLクラブ 315559

千葉史子 ちばふみこ L 26 女性 京葉OLクラブ 500458

宮本樹 みやもとたつき L 22 男性 京葉OLクラブ 185352

大野政男 おおのまさお L 65 男性 下野市OLC 240112

井口良範 いのくちよしのり L 55 男性 高崎OLC 505188

長友武司 ながともたけし L 55 男性 千葉OLK レンタル

小柴滉平 こしばこうへい L 25 男性 トータス レンタル

堀田遼 ほったりょう L 28 男性 トータス 210012

阿久津奈生 あくつなお L 7 女性 ときわ走林会 なし

今泉正喜 いまいずみまさき L 60 男性 ときわ走林会 500907

黒羽和之 くろはかずゆき L 60 男性 ときわ走林会 レンタル

齋藤貴之 さいとうたかゆき L 56 男性 ときわ走林会 401562

田中裕之 たなかひろゆき L 46 男性 ときわ走林会 レンタル

常住紗織 つねすみさおり L 31 女性 ときわ走林会 507386

西名慧史 にしなけいし L 29 男性 ときわ走林会 507386

細川知希 ほそかわともき L 27 男性 ときわ走林会 208289

八神遥介 やがみようすけ L 35 男性 ときわ走林会 レンタル

八尋弓枝 やひろゆみえ L 47 女性 ときわ走林会 レンタル

町井稔 まちいみのる L 59 男性 長野県協会 483414

斉藤和樹 さいとうかずき L 21 男性 福島大学 210594

高野橋侑大 たかのはしゆうだい L 21 男性 福島大学 210434

高松涼 たかまつりょう L 22 男性 福島大学 210422

金井佳一 かないけいいち L 57 男性 方向音痴会 レンタル

源後知行 げんごともゆき L 42 男性 みちの会 507591

皆川美紀子 みながわみきこ L 37 女性 みちの会 505189

佐藤繁 さとうしげる L 56 男性 無所属 レンタル

仁科達二 にしなたつじ L 43 男性 無所属 レンタル

原野幸男 はらのよきお L 79 男性 無所属 500884

五十嵐則仁 いがらしのりひと L 61 男性 横浜OLクラブ 210118

森竜生 もりたつお L 51 男性 横浜OLクラブ 198766

今井栄 いまいさかえ L 71 女性 ワンダラーズ 500354

今井信親 いまいのぶちか L 77 男性 ワンダラーズ 198772

参加者名簿



氏名 ふりがな クラス 年齢 性別 所属 Ｅカード番号
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