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開催日 2010 年 10 月 24 日（日） 

会場 瀬越キャンプ場（加賀市大聖寺） 

主催 石川県オリエンテーリング協会 

後援（順不同） 

石川県教育委員会 

加賀市教育委員会 

石川県体育協会 

北国新聞社 

テレビ金沢 

 

 

コースプランナー  天谷翔吾 

大会責任者     天谷翔吾 

瀬越キャンプ場 URL: http://www.tabimati.net/search/site/44 

 
 
2010/10/21(スタートリスト公開) 
2010/10/22(コース別距離、優勝設定訂正) 



ご参加の皆さま 

 このたび、平成２２年度石川県民オリエンテーリング大会にご参加いただき、まことにありがとうございます。 

例年、金沢大学大会として開催される本大会ですが、本年、石川県協会主催で開催することになりました。 

 近年、加賀海岸のテレインは松くい虫対策のために大きく変わりました。地図を作成し終えても、松の成長ととも

に毎年修正を強いられる状況です。過去に開催されたイベントのように松林を軽快に走ることが難しい状況です。 

しかしながら、正確なナヴィゲーションが要求される加賀海岸特有の微地形、比較的走りやすい植生、松をかわ

しながら直進する高度なテクニック、アップダウンを繰り返すウッドチップ道を進む走力と以前と違う魅力がござい

ます。加えて、プロマッパーのジェネシスマッピング（有）山川氏の入念な調査で非常に精度の良い地図です。 

 今回は、伐採前の加賀のテレインを彷彿させるポイントを探し、新旧テレインを楽しめるコースを作成しておりま

す。県民大会ということもあり少々やさしい設定ではありますが、当日優勝を目指しご参加ください。 

                                         運営責任者 コースセッター  天谷翔吾 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 大会日程 

開催日  2010 年 10 月 24 日（日） 

受付時間  9:00～9:45 

開会式    9:45～10:00 

競技開始  10:15 

閉会式    12:30 

 

２．会場（駐車場）について 

加賀市大聖寺瀬越町 瀬越キャンプ場 

参加者用の駐車スペースが十分にございます。 

問合せ 竹の浦館  0761-73-8812 

 

３．会場へのアクセス 

＜自家用車＞加賀インターから瀬越キャンプ場ま

で約５km、１０分です。 

公共交通手段がございません、ご了承ください。 

４．受付について 

 参加者は会場内受付にて参加費の支払いを行

い、Ｅカードを受け取ってください。グループ参加

はコントロールカードを受け取ってください。当日

参加者は受付で申し込みを済ましてください。 

 

＜コンパスレンタル＞コンパスの貸し出しを行って

おります。その際、保証金として 2000 円をお預

かりし、競技終了後、本部でコンパス返却の際に

返金いたします。 

 

参加費 

石川県民 500 円（E-Card 料込） 

県外事前申込 500 円＋Ｅカード料 200 円 

県外当日申込 800 円＋E カード料 200 円 

 

５．会場レイアウト 

 
駐車場の隣が会場です。受付は会場内に設置

します。男子更衣室は用意していません。ご了承く

ださい。 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

６．競技情報 

＜使用地図＞ 

２００９金沢大学オリエンテーリング部作成/縮尺

1：10000/等高線間隔2.5m/走行可能度4 段階表

示/A4 ポリエチレン袋密封 

＜テレインプロフィール＞ 

地形 テレインは標高差60m の砂丘地からなり、

それらの斜面には全域にわたりよく似た低い尾根

がおおむね一定方向に散在しています。 

植生 植林された見通しの良い松林が大半を占

め、自然林は少ない。松林は砂地であるが、海 

岸近く以外の足場は良い。また海岸沿い一帯は

ハマナスの原生地でもあり、通過の際にこれらを

踏み荒らすことのないよう注意すること。なお以前

(クラブカップ2008 及び全日本リレー2007)と比

べ、植林された松の若木が成長し通行困難な部

分が拡大しています。 

 

＜注意事項＞ 

住宅、耕作地等の私有地には絶対に入らないよ

うにして下さい。立ち入りが判明した場合、また、

テレイン、駐車場も含んだ一帯にて無断で植物、

きのこ、岩石等を採取しないで下さい。これも採取

が判明した場合、失格とします。 

テレイン内には伐採による松の倒木が多く存在

しますので、注意して下さい。下草の多い箇所を

通過しますので、安全確保の為短パンでの参加

を禁止します。 

 

 

 

 

 

＜パンチングシステム＞ 

MA,WA,MB,WB,MV,WVクラス 

EMIT 社の電子パンチングシステムE-Card を使用

します。E-Card はコントロールを通過した証拠が

カード内に残る仕組みになっています。エラー時に

バックアップラベルを使用します。外さないようにし

て下さい。バックアップラベルを紛失かつ、E-Card 

が正常に作動せず通過を確認できなかった場合は

失格となります。当日E-Card 説明を行いますの

で、初めて使われる方は説明を受けて下さい。 

E-Card を紛失したり、破損されたりした場合には

実費（3000 円）をいただきます。ゴムバンドでしっ

かりと指に装着して下さい。E-Card を紛失した場

合にも失格となります。 

 

N,グループクラス 

コントロールカードを使用します。ポイントに設置

されたパンチで通過を確認します。ポイントの番号

と同じ番号枠にパンチ穴を空けてください。間違っ

た時は枠にかかるようにパンチ穴を残してくださ

い。 

 

７．各クラスのコースについて 

クラス      距離    優勝設定時間 

ＭＡ       5.78ｋｍ      42 分 

ＷＡ       4.06km       40 分 

ＭＢ         4.58km       40 分 

ＭＶ         4.06km       37 分 

ＷＶ         3.15km      40 分 

Ｎ           2.10km      30 分 

グループ     2.10km      35 分 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８.スタートについて（10：15～） 

 スタートは会場内から300m、徒歩５分、赤白テ

ープ誘導です。 

MA,WA,MB,WB,MV,WVクラス 

【3分前】レーンを確認の上スタート枠に入って下さ

い。枠に入る前には、アクティベートを忘れずにお

願いします。ランプが点灯しない場合係員まで申

し出て下さい。 

【2 分前】一つ前の枠に進んで下さい。 

【1 分前】さらに前の枠に進み、E-card を係員に

提示して下さい。地図を配布しますクラスが間違

いないかご確認ください。10秒前になりましたら

E-cardをスタートユニットにセットして下さい。 

【スタート】スタートブザーと同時にE-card をスタ

ートユニットから外して、赤テープ誘導に従いスタ

ートフラッグを通過して下さい。 

※スタート時刻に遅れた場合、遅刻者枠に直行し

係員の指示に従って下さい。遅刻者のタイムは 

正規のスタートタイムより起算して出し正式タイム

として認めます。 

 

Ｎ,グループクラス 

【1分前】第３レーンのスタート枠に入ってください。

コントロールカードを係員に見せて下さい。 

【スタート】地図を受け取り、係員の合図でスタート

して下さい。 

 

９．ゴールについて（～12：30） 

最終コントロールからゴールまでの途中から青

テープ誘導です。ゴールはパンチングフィニッシュ

方式です（N,グループクラスは計時線通過）。ゴー

ルした選手は係員に E カード、またはコントロール

カードを提示してください。同時にレンタルコンパ

スの返却を忘れなくお願いします。競技上のトラブ

ル対応はゴール裏にて行います。 

各クラスゴール閉鎖は 12：30 とします。競技中

でも 12：30 までにゴールを通過して下さい。途中

棄権をする場合も、必ずゴールを通過して E-card 

を提示して下さい。 

 

 

 

１０．表彰式および閉会式 

表彰式および閉会式は会場内で行います。時

間は 12：30～12：45 を予定しています。表彰は成

績が確定したクラスから随時行います。各クラス 1 

位～３位まで表彰対象者とします。 

 

１１．その他注意事項 

○健康が思わしくないときは、競技をやめる等無

理をしないで下さい。 

○テレイン内は火気厳禁です。禁煙です。 

○会場内はきれいに使用して下さい。ゴミは各自

で持ち帰るようお願いします。 

○貴重品は各自で管理して下さい。 

○参加者が不注意によって自分自身、あるいは

他人に損害、損失、損傷を与えた場合は、参加者

自身の責任によって処理して下さい。主催者側は

一切責任を負いません。 

○万が一のため保険証をお持ち下さい。 

○参加料はいかなる場合でも返却いたしません。

予めご了承下さい。 

○熊よけの鈴を身につけ出走してください。 

 

12.問い合わせ先 

石川県協会    天谷 翔吾 

電話番号     090-2838-6172 

E-mail       amasyo-hei-hei@grace.ocn.ne.jp

大会当日・緊急連絡は上記の天谷携帯までお願

いします。 

大会結果等は石川県協会 HP に掲載します。 

URL: http://www.orienteering.com/~ishikawa/ 
 

13.中止の場合 

当日著しい荒天が予想される場合及びテレイン付

近一帯で｢熊出没情報｣発生の場合、開催実施 

可否の判定は前日 19：00 までに決定します。

尚、中止の場合県協会ホームページ(上記)に掲

載しますので、確認をお願いします。 

 当日の判断が困難な場合、ホームページの掲

載が遅れる場合があります。 



MA 名前 所属 レーン  MV 名前 所属 レーン  

10:15 金津壮一郎 金大 OLC 1  10:17 西村美樹彦 金沢 OLK 2  

10:16 中野捷平 金大 OLC 1  10:20 磯辺貞夫 OLP 兵庫 2  

10:17 舟根大輔 金大 OLC 1  10:23 植木一也 金沢 OLK 2  

10:18 石坂翼樹 金大 OLC 1  10:26 清水栄一 石川 OLK 2  

10:22 高島拓也 金大 OLC 1  10:29 大塚雅三 金沢 OLK 2  

10:23 金和也 金大 OLC 1  10:32 成瀬行雄 富山 OLK 2  

10:24 辻晃 金大 OLC 1  10:35 藤田弘 小松市 2  

10:25 廣部達哉 金大 OLC 1  10:38 田辺豊 かほく市 2  

10:29 
Zdravko 

Taralov 
OC"compass-crss"Rousse 1  10:40 徳応統 かほく市 2  

10:30 三井貴寛 金大 OLC 1           

10:31 横田勇輝 金大 OLC 1  WV 名前 所属 レーン  

10:32 丹保卓 金大 OLC 1  10:16 植木典子 金沢 OLK 2  

10:36 高田翔午 金大 OLC 1  10:19 福田瑞恵   2  

10:37 西田智弘 金大 OLC 1  10:22 小中としゑ   2  

10:38 北翔太 金大 OLC 1           

10:39 山越順平 Atenza 1  N 名前 所属 レーン  

         10:17 山田綾子   3  

WA 名前 所属 レーン  10:19 宮浦真未   3  

10:15 岡田侑菜 金大 OLC 2  10:21 安井利彰   3  

10:18 平瀬有希子 津幡 OC 2           

10:21 横山理恵 金大 OLC 2  G 名前 所属 レーン  

10:24 貼地藍 金大 OLC 2  10:18 vacant   3  

10:27 佐野千恵美 小松市 2  10:20 vacant   3  

10:30 池嶋美佳 金大 OLC 2  10:22 vacant   3  

              

MB 名前 所属 レーン       

10:25 佐野弘明 小松市 2       

10:28 木下繁紀 小松市 2       

10:31 山本誠 かほく市 2       

10:34 畑中勝 金沢 OLK 2       

 


