
平成２３年度 

全日本リレー石川県セレクション大会プログラム 

 

開催日  2011 年 9 月 11 日（日） 

会場    加賀海岸内駐車場（加賀市大聖寺上木町） 

主催   石川県オリエンテーリング協会 

運営責任者 コースセッター  天谷翔吾 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 大会日程 

開催日  2011 年 9 月 11 日（日） 

受付時間  9:00～9:30 

開会式    9:45～10:00 

競技開始  10:30 

閉会式    12:30 

 

２．会場（駐車場）について 

加賀市大聖寺上木町  

駐車スペースは30台ほどございます。スペースが

限られるため、乗り合わせの上お越しください。な

お、公共交通手段がございません、ご了承くださ

い。 

３．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。エントリー数の

少ないクラスはＣＣを使用する場合があります。当

日参加者は受付で申し込みを済ましてください。 

参加費             500 円（E-Card 料込）

 

 

４．会場レイアウト 

駐車場が会場です。受付は会場内に設置しま

す。トイレは男女兼用になっています。テント、更

衣室は用意していません。ご了承ください。また会

場周辺の竹の浦館、塩谷海岸施設がございます。

 

５．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リメイク

版/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/5 色刷り 

 

＜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。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

＜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,MB,W,MV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。 

 

６．各クラスのコースについて 

クラス      距離    優勝設定時間 

ＭＡ       3.37ｋｍ      25 分 

ＭＢ         3.37km       30 分 

Ｗ        2.79km       25 分 

ＭＶ         2.74km       30 分 

※ＷＶエントリーなしにつき、開設いたしません。 

※ＷＡ,ＷＢはエントリー少数につき統合します。 

 

 

７.スタートについて（10：30～） 

 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。 

 

８．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。 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スタートリスト 
MA 名前 E-card レーン MB 名前 E-card レーン 

10:30 殿村直也 1 1 10:31 前田洋 11 2 

10:32 高島拓也 2 1 10:33 畑中勝 12 2 

10:34 細島裕崇 3 1 10:35 佐野弘明 13 2 

10:36 宮村友之 4 1        

10:38 石坂翼樹 5 1         

10:40 丹保卓 6 1 MV 名前 E-card レーン 

10:42 松室隼人 7 1 10:30 畝林誠 14 2 

        10:32 孫田三郎 15 2 

W 名前 E-card レーン 10:34 大塚雅三 16 2 

10:31 菊野京子 8 1 10:36 森田輝雄 17 2 

10:33 池島美佳 9 1 10:38 西村美樹彦 18 2 

10:35 庭田由香 10 1 10:40 清水栄一 19 2 

10:37 虎谷由香 11 1         

10:39 佐野千恵美 12 1

 

９．閉会式 

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。代表選手は成績を参考

に理事会で決定し後日案内します。 

 

１０．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。 

１１．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/ 
 

１２．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。 

 


