
いばらきスプリント２０２２in 笠松運動公園 

【日本ランキング対象大会】 

プログラム 
発行：2023 年 １ 月 18 日 

開催概要 
開催日 2023 年 1 月 22 日(日)雨天決行・荒天中止 

開催地 笠松運動公園(茨城県ひたちなか市大字佐和 2197-28) 

会場 笠松運動公園 自由広場 

主催 茨城県オリエンテーリング協会 

主管 いばらき大会実行委員会 

WEB ページ： http://www。ibaraki-sports。or。jp/kasamatsu/  

 

タイムスケジュール 
10:00 開場受付開始 

10:30 スタート開始(時刻指定) 

12:30 受付終了 

13:00 スタート閉鎖 

14:00 フィニッシュ閉鎖 

15:00 会場閉鎖 

 

感染症対策 

参加者の皆様へお願い  

・手洗い、うがい、手指消毒をこまめに行ってください。 

・競技中、迂回するなどして、一般来園者へ接近しすぎないようご配慮をお願いいたし

ます。 

・37。5℃以上の発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感など、心身に異常がある際は参加をお控

えください。 

・大きな声での会話や声援は控えてください。 

・マスク対応は厚生労働省ホームページを参照ください。  

 マスクの着用について｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

屋外は原則不要。  

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html


アクセス 

 

自家用車：  

・常磐自動車道那珂 IC より約 6km、東海 PA スマート IC から約４ｋｍ 

・第 6 駐車場をご利用ください（十分な広さがあります）。 

・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 常磐線佐和駅より 

・スマイルあおぞらバス「①佐和・稲田循環」で、「笠松運動公園入口」下車、 

徒歩 5 分。 

 行き 第 1 便 8:40⇒8:47、第 2 便 10:35⇒10:51 

 帰り 第 3 便 12:37⇒12:54、第４便 16:16⇒16:24 

・徒歩又はタクシー3．5km  

JR 常磐線東海駅西口より 

・徒歩又はタクシー3．5km  

 

国道 6号 

孫目交差点より 

バス停 

笠松運動公園入口より 

 

 

大会会場 



会場 

大会会場  

・本部・受付等は、笠松運動公園内 自由広場(屋外)です。 

・参加者は、受付前に、体温を測り、手指消毒をしてください 

・雨天時の備え・貴重品の管理などは、参加者自身でお願いします。 

・ウォーミングアップ等は、下図の赤色領域ところでお願いします。 

 

荷物置場・更衣所  

・荷物は 本部・受付前の区切られたエリアに置いてください。  

・更衣所は設けません。会場付近の屋外トイレ等をご利用下さい。 

・会場内に待機所兼荷物置場の区画を設けますが、シート等は配置しません。レジャ

ーシート等の持参をお勧めします。 

トイレ  

・会場脇にあります。一般の公園利用者も使用しますので、譲り合ってご利用を願い

ます。  

受付  

 [事前申込者](１０:０0～1２:３０)  

・受付で、リストバンドとバックアップラベルを 1 枚ずつお取りください。 

 リストバンドは、競技者とその他来園者を区別するために装着します。競技中は必

第６駐車場 

大会本部

受付 



ず右手首に装着するようお願いします。 

・EMIT カードをレンタルされた方は、受付にて受け取ってください。  

 [当日申込者](１０:０0～1２:３０)  

・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、リストバンドとバックアップラベルを受け取って下さい。 

公式掲示板  

・本部・受付横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。スタート前にご確

認ください。  

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 2000 円戴きます。  

当日参加費・地図販売  

区分 料金 

一般 2，500円 

大学生・大学院生 2，000円 

大学新人・高校生以下 1，500円 

Eカードレンタル +300円 

茨城県協会員 －300円 

追加出走 ＋500円 
各コース地図 ３00円 
全コントロール図 ５00円 

・当日申込者は、申込用紙に必要事項を記入してから、参加費と共に受付に提出して下

さい。 

・レンタルＥカード紛失・破損の際は、実費弁償（9,000 円）となりますので注意し

てください。 

競技情報  

競技形式 個人によるポイントオリエンテーリングスプリント競技 

計時方法 EMIT 社製電子パンチングシステム（E カード）使用 

使用地図 「笠松運動公園」、2015 年調査・作成、2023 年修正調査 

縮尺 1:4、000、等高線間隔 2m、走行可能度 4 段階、A4 版横、 

ISSprOM2019-2 準拠、ビニル袋密封仕様 

 

テレインプロフィール 

笠松運動公園：2019 年第 74 回国民体育大会（国体）のメイン会場。陸上競技場、



野球場、テニスコート、体育館、屋内水泳プール兼アイススケート場など、様々な施

設がある総合運動公園です。さらに公園内には日本庭園、子供広場なども整備されて

おり、多様な環境でのオリエンテーリングになるはずです。 

クラス 

クラス 距離 登り 優勝設定時間 

Long 3.８km ３０ｍ 1４分 

Short 3.1km ３０ｍ 12分 

Extra 3.4km ２０ｍ 13分 

 

服装について  

・制限は設けませんが、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。 

・金属ピン付靴は禁止です。  

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。  

競技時間  

・競技時間は 60 分です。競技時間を超えた場合は成績に順位がつきません。競技時 

間を超えた場合には、競技中であってもフィニッシュに向かってください。  

通過禁止線 

・全てのコースに、通過禁止線を設け、地図上に表記します。 

・現場には、地面にテープを這わせ、人員を配置します。通過が発覚した場合は失格とし

ます。 

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(10:30～13:00)  

・ 会場から徒歩２分のところです。テープ誘導はありません。  

・ 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、リストバンド未装着の方は、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、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。  

・ スタートフラッグまでは、赤白テープに沿って進んでください。  

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。  

・フィニッシュは会場外です。誘導はありませんので、地図を見て会場まで移動して

下さい。移動しながらの会話は極力控えて下さい。 

・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。  

Ｅカード読取 

・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。  

地図回収 

・回収は行いませんので、出走前の方には見せないようにお願いします。 

成績速報 

・速報掲示は本部周辺で行います。また、不定期に、LapCenter にアップロードする

予定です。 

表彰状授与 

・本大会では実施しません。 

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、フィニッシュ閉鎖時刻までに提出願

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 

・競技への参加は、自分自身の健康状態を十分に考慮し、決して無理をしないでくださ

い。 

・公園は一般の方々も多く利用します。特に競技中は公園を利用させていただいている

という意識を持って、一般利用者に迷惑をかけないようにしてください。 

・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。 

・JOA 発行の「オリエンテーリング大会・練習会開催時における新型コロナウイルス

感染防止のためのガイドライン」に基づいた感染症対策を行います。皆様のご協力をよ

ろしくお願いします。 

・自分で出したゴミは、必ず持ち帰ってください。競技中もゴミを落とさないように注

意してください。 

・主催者は、参加者が自分自身あるいは第三者に与えた損傷、損害、損失などについて、

一切の責任を負いません。 

・主催者は、競技中における個人携行品などの紛失・盗難などについて、一切の責任を

負いません。貴重品は、各自の責任で保管してください。 

・公園内の花壇や植え込みを横切ったり、樹木を傷つけるなど、公園環境を損なうこと

は一切禁止です。 

・本大会では全クラスにおいて代理出走を認めません。 

・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。 

・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。 

お問い合わせ 

茨城県オリエンテーリング協会事務局 

kuroha＠amy.hi-ho.ne.jp  

TEL 080-5502-1543 

  


