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Ⅰ.大会日時・会場 

 

 日時：２０１７年９月３日（日） 

 会場：東京都青梅市小曾木三丁目自治会館（八坂会館）（青梅市小曾木３丁目 1615 番地） 

 主催：埼玉県オリエンテーリング協会 

 主管：埼玉県オリエンテーリング協会 

 後援：東京都青梅市教育委員会 

 

Ⅱ.大会役員 

 

大会会長 福原 正三（特非）埼玉県オリエンテーリング協会会長 

競技責任者 大木 孝  (特非)埼玉県オリエンテーリング協会理事 

運営責任者 小島 由幸 (特非)埼玉県オリエンテーリング協会理事 

コース設定者 大木 孝  (特非)埼玉県オリエンテーリング協会理事 

競技役員 山口 征矢、齋藤 英之、木村 治雄、横溝 隆夫、仁多見 剛、渡辺 徹也 



Ⅲ.交通 

（１）公共交通機関利用 

   都営バス・西武バス  バス停：「青梅第七小学校」下車 

 小曾木三丁目自治会館（八坂会館）まで徒歩７分 

   ※ テープ誘導なし。次ページ以降の地図を参照して矢印の経路でお越しください。交通量の多 

い道路を横断する場合がありますので、十分ご注意ください。 

 

 ① 東青梅駅（ＪＲ青梅線）よりバス利用の場合 

 

● 東青梅駅前（南口）都営バス成木循環（トンネル回り）２３０円 

東青梅駅（南口） 発 8:16 9:15 10:06 

東青梅駅北口   発 8:20 9:19 10:10 

青梅第七小学校  着 8:54 9:53 10:44 

    ※都営バスの東青梅駅北口停留所は、旧青梅街道沿いです。 

  ● 東青梅駅 西武バス 飯能駅南口行き ２３０円  

東青梅駅     発                  8:27  10:06 

青梅第七小学校  着  8:37  10:16 

                                                             

    

             都営バス乗り場              西武バス 東青梅駅乗り場 

 

 ② 飯能駅（西武鉄道）よりバス利用の場合 

 

● 飯能駅南口 西武バス 東青梅行き・河辺駅南口行き ３２０円 

飯能駅南口   発 9:25 10:57 

青梅第七小学校 着 9:43 11:15 

                    

＜帰りのバス時刻表 「青梅第七小学校」停留所＞ 

  ・東青梅駅行き       西武バス 14:03  15:25 

  ・東青梅駅経由青梅車庫前行 都営バス  11:44  ｳ 12:36  13:46  15:36  ｳ 16:44  ｳ=裏宿町行 

  ・飯能駅南口行き      西武バス 11:53  14:36  16:01 



（２）車利用 

  ・近隣の「小曾木市民センター」の駐車場は、一般の方が利用しますので、絶対に駐車しないでく 

ださい。 

  ・「青梅市花木園」第３駐車場（300円/１日 8:30～17:00）を利用してください。（花木園第１・第２駐 

車場には駐車しないでください。）小曾木街道の花木園入口の看板を目印に花木園の方向に曲が 

ったら、すぐです。 

  ・路上駐車は厳禁です。また、会場周辺は道が狭いため、同乗者を会場まで送迎することはおやめ 

ください。 

・会場までは約 1.7㎞、約 25分です。テープ誘導はありませんので、下記地図及び次ページの会 

場周辺詳細図を参考にして、会場までお越しください。 

 

 

 

駐車場 

花木園入口 

八坂会館 

車 

徒歩 
歩道橋を渡る 

横断歩道を渡る 



 

 

Ⅳ.会場案内 

（１）本部・受付 

  ・小曾木三丁目自治会館（八坂会館）が会場となります。 

  ・会場には、本部・受付、計算センターの他、レンタル E-Card、バックアップカードの置き場が 

あります。（次ページ会場案内図参照） 

  ・受付に参加賞としてペットボトルの水を用意しましたので、一人１本お取りください。 

  ・配布したペットボトルの水はスタートまでの給水としてお使いください。スタート地区で当該ペ 

ットボトルの回収を行います。 

（２）計算センター 

  ・フィニッシュ後は会場玄関の計算センターまですみやかに移動し、E-Card の読み取りを行って 

ください。 

  ・完走の有無にかかわらず、全ての参加者は必ず計算センターに立ち寄ってください。 

（３）更衣所 

  ・会場案内図のとおり女性用の更衣室は、廊下突き当たりの左手の部屋です。男性の方は、２か所 

の参加者控室でお願いします。 

（４）荷物置き場 

  ・参加者控室を荷物置き場としてご利用ください。荷物の管理は各自の責任でお願いします。 

  ・会場が小さいため、荷物はできるだけまとめていただき、お互いに譲り合って御利用ください。 

（５）トイレ 

  ・会場には男性用（小２、大１）、女性用（１）のトイレがあります。トイレの数は限られていま 

すので、会場に向かう前にトイレを済ませていただけますよう、ご協力をお願いします。 

青梅第七小学校バス停 

八坂会館 

小曾木市民センター 



  ・徒歩２分ほどにある「小曾木市民センター」のトイレを利用することも可能ですが、やむを得な 

い場合での利用をよろしくお願いします。なお、足跡が付かないよう靴は脱がず、泥をよく落と 

してから入館してください。 

（６）その他 

  ・会場は、地元自治会のご厚意によりお借りしたものです。板間等を傷つけたり、泥でよごさない 

ようにご注意ください。また、主催者が用意したブルーシートの外で、下足をお願いします。  

  ・会場には冷房設備がありませんので、各自で暑さ対策を行ってください。 

               

 



Ⅴ．テレイン情報・コースプロフィール 
 

青梅市北部にある里山を使用した急峻なテレインで、登坂力・走力が必要となってきます。 

季節柄もあって藪や下草が発達している箇所が多くあり、これらに惑わされないナビゲーションも必

要とされます。 

また、一部のクラスではルートチョイスを問われるレッグもあります。 

 

Ⅳ．競技情報 
 

競技形式： 

ポイント競技、ミドルディスタンス競技 

競技規則： 

公益社団法人日本オリエンテーリング協会が定める「日本オリエンテーリング競技規則」に基づいて

行います。 

通過証明： 

EMIT社の E-Cardを使用します。 

使用地図： 

「吹上峠」 

作成基準 JSOM2007準拠 

縮尺 1:10,000 

等高線間隔 5m 

走行度 4段階表示 

防水仕様 ポリエチレン袋封入済 

地図サイズ A4 

コントロール位置説明 

JSCD2008表記 （次の HPに掲載されています。） 

※ 日本オリエンテーリング協会 

http://www.orienteering.or.jp/archive/rule/JSCD2008.pdf 

ただし、ONクラスは、日本語による表記を併記します。  

最大のサイズは、110mm × 50mmです。 

地図記号 JSOM2007に準拠しているほか、次の特殊記号を使用しています。 

 ×（黒） 小さなほこら／石碑／モニュメント  

   ×（青） 古い給水設備の跡 

地図作成者 入間市ＯＬＣ  

※ 当日は、「吹上峠」及び当該エリアを含むО-Ｍａｐ の持込みを禁止します。 

 

テレインクローズ： 

本大会に参加される方は、大会開催までオリエンテーリングを目的とした青梅市小曾木・成木地区へ

の立ち入りを禁止します。 

 

服装について： 

制限は設けませんが、ケガを防止するため、長袖長ズボンと、靴底のしっかりした靴の着用を推奨し

ます。金属製ピン付きのシューズも使用可能です。 

 

トレーニングコース： 

特に設定しません。 

 

クラスの統合・分割： 

・W60A、W18A、W15A、WBは、申込者がいなかったため廃止しました。 

 

競技時間： 

http://www.orienteering.or.jp/archive/rule/JSCD2008.pdf


全てのクラスにおいて、別表のとおり競技時間を設けます。競技時間を越えた場合、成績に順位が付

きません。 

 

代走： 

本大会では、全クラスにおいて代理出走を認めません。 

 

大会の中止： 

・当日、天候その他の理由により、主催者が参加者の安全を確保できないと判断した場合には、大会を

中止します。天候の目安としては、東京都多摩西部に警報以上が発令されている場合です。 

・大会の開催案内は、次の方法で確認してください。 

① 埼玉県オリエンテーリング協会の HPに掲示 

② orienteer MLの登録者に対しては、MLで発信 

③ 大会当日の連絡先に、電話で問い合わせ 

・なお、大会中止の場合でも、参加費は返還いたしませんので、ご了承ください。 

 

各クラスの概要： 

【事前申込クラス】 

ｸﾗｽ 
距離 

(km) 

登高 

(m) 

優勝設

定時間 

（分） 

事前申

込者数 

競技 

時間 

（分） 

M21A 3.6 335 40 13 120 

M65A 2.0 120 30 15 120 

M50A 2.1 140 30 12 120 

M35A 3.1 275 35  7 120 

M20A 2.5 170 30  9 120 

M18A 2.0 135 30 29 120 

M15A 1.9 110 30  7 120 

MB 1.9 110 30  3 120 

W21A 3.1 205 40  8 120 

W60A － － －  0 － 

W45A 2.0 120 30  3 120 

W30A 2.1 140 35  1 120 

W20A 1.9 110 30  2 120 

W18A － － －    0 － 

W15A － － －  0 － 

WB － － －  0 － 

 

 

【当日申込クラス】 

ｸﾗｽ 
距離 

(km) 

登高 

(m) 

優勝設

定時間 

（分） 

申込者

数 

競技 

時間 

（分） 

OA 3.1 275 35 - 90 

OS 2.0 120 30 - 90 

ON 1.7 110 - - 90 



Ⅴ．大会の流れ  
 

タイムスケジュール： 

開場時間 9:00 ～ 16:00 

受 付 9:00 ～ 11:00（当日受付は 10～11時） 

スタート 10:45 ～ 12:00 

フィニッシュ閉鎖 13:30   

成績速報 成績速報は随時行います。 

表彰式（順次） 12:30 ～  

欠席者地図配布 12:45 ～ 

 

公式掲示板： 

大会本部横に、公式掲示板を設けます。プログラムの修正・追加情報などを随時掲示しますので、出

走前に必ずご確認ください。 

 

受付（9：00～11：00）： 

【事前申込者】 

受付を通る必要はありません。マイカード持参の方はバックアップラベルを受け取ってください。

E-Cardのレンタル申込者は、自分の氏名と参加クラスが記載されたバックアップカード付きのレンタ

ル E-Cardを受け取ってください。これらは、会場案内図のとおり会場廊下の机に並べられています。 

※受付にて、コンパスの貸し出しを行います。万一、破損や紛失などがあった場合には、実費として

2,000円を負担していただきます。 

【当日申込者】（10：00～11：00） 

・当日申込は、玄関外に当日参加申込用紙を置いた机を用意しますので、必要事項を記入のうえ、参加

費を添えて受付に提出してください。 

・一般個人が OA または OS クラスに参加する場合、当日参加費は 3,000 円です。大学生は 2,500、高校

生以下は 1,500円です。なお、初心者クラス(ON)に参加する場合には、年齢にかかわらず 500円/地図

1枚です。グループでの出走も可能です。 

一般個人 3,000円 

大学生 2,500円 

高校生以下 1,000円 

初心者クラス（ON） 500円 

E-Cardレンタル 300円 

※ 埼玉県協会の個人加盟員であっても、当日申込の場合には協会加盟員割引を適用しません。 

※ 個人所有の E-Cardも使用できます。E-Cardをレンタルする場合には、事前申込の場合と同様に、

レンタル料として 300 円をいただきます。 

・当日クラスは、事前エントリーの出走後のスタート時間を割り振ります。但し、地図の枚数に限りが

あるので、希望するクラスに参加できない場合はご容赦ください。 

 

スタート（10：45～12：00）： 

・会場からスタート地区まで、赤黄色テープ誘導で、約 1.9km（徒歩約 30分）です。 

・スタート地区にトイレや給水はありません。会場で配布したペットボトルの水は、スタート地区まで持参し

て構いません。 

・配布したペットボトルはスタート地区で回収しますので、残った水は捨てて、ラベルははがしてペットボトルをつぶ

したうえで、用意された所定のゴミ袋に必ず入れてください。スタートへの道中で捨てるのは絶対にしないでく

ださい。 

・スタート閉鎖は 12:00です。スタート閉鎖時刻以降の出走は認めません。 

・スタート者の呼び出しは行いませんが、現在時刻を表示します。 

・E-Cardを忘れた方の出走は認めません。 

 



スタート方法： 

【3分前】 

・まず、スタート入口にいる役員のチェックを受けてから、3分前の枠エリアにお入りください。そ 

の際、スタート枠入口に設置してあるスタートユニットに E-Cardをはめ込んで、スタートユニット 

のランプが点滅することを確認し、E-Cardのアクティベート（内蔵時計の初期化）を行ってくださ 

い。 

・ランプの点滅が確認できなかった方は、役員に申し出てください。役員が再度チェックし、故障の 

場合には予備の E-Cardをお渡しします。（E-Cardレンタル料 300円は、フィニッシュ後にお支払く 

ださい。） 

【2分前】 

・１つ前の枠に進み、コントロール位置説明をお取りください。 

【1分前】 

・各自で自分のクラスの地図を取り、表面は見えないように手に持ってください。スタートするまで 

地図は見ないでください。違うクラスの地図を持っていかないよう確認を行ってください。 

【10秒前】 

・スタートユニットに E-Card をセットします。自分のスタート時刻のチャイムと同時に、リフトアッ 

プ（スタートユニットから E-Cardを外すこと）し、競技を開始してください。 

 

遅刻： 

・遅刻者は、スタート枠入口のスタート役員にその旨を伝えてください。スタート役員による確認を受 

けた後、役員の指示に従いスタートしてください。 

・遅刻の原因が主催者の責任である場合を除き、遅刻者の所要時間は指定された正規のスタート時刻か 

ら計算します。 

 

スタートフラッグ： 

・スタート枠からスタートフラッグまでは、赤白の誘導テープをたどってください。スタートフラッグ 

の位置が、地図上の△の中心です。 

 

競技上の注意事項： 

・地図上で示されている立入禁止区域、及び住宅地・耕作地等には、決して入ることのないよう、ご注意くださ

い。 

・ハイカーに迷惑をかける行為は慎んでください。 

・けが人を発見した場合には、速やかに場所・状況などを係員にお知らせください。けが人の救助は、

競技よりも優先してください。 

・E-Cardを紛失した場合には、失格とします。 

・E-Cardの落とし物を発見した場合には、フィニッシュまでの持ち帰りに、ご協力ください。 

・全てのコースにおいて、無人の給水所を１ヵ所以上設けます。使用した紙コップは、用意された袋に入れてくだ

さい。 

 

E-Card 使用上の注意事項： 

・E-Card使用方法の説明が必要な方は、大会受付でその旨を申し出てください。大会役員が丁寧に説明

をいたします。 

・コントロールに到達したら、コントロール識別番号を確認し、ユニットに E-Card をセットし、コン

トロールの通過を記録してください。 

・途中で誤ったコントロールの通過を記録した場合であっても、その後に正しい順番で回ったことが確

認できれば、完走になります。 

（例１）7→8→9と進むべきところ、8を飛ばして 9の通過を記録してしまった場合。 

 8の通過を記録後、再度 9の通過を記録すれば、完走になります。（この場合、7→[9]→8→9と E-Card

に記録されます。） 

（例２）7の次に 8へ向かうところ、誤って他のクラスのコントロールの通過を記録してしまった場合。 

 そのまま 8に向かい、8の通過を記録すれば、完走になります。（この場合、7→[他ｸﾗｽｺﾝﾄﾛｰﾙ]→8と



E-Cardに記録されます。） 

・競技中、E-Cardの破損によりデータの読み取りが不可能となった場合であっても、バックアップラベ

ルで全コントロールの通過が確認できた場合には、完走となります。 

 

フィニッシュ（～13:30）： 

・最終コントロールからフィニッシュの間は、テープ誘導はありません。 

・フィニッシュ方法は、パンチングフィニッシュ（E-Card でフィニッシュユニットに E-Card をセット

した時点で競技終了）です。フィニッシュ用のユニットに E－Card をセットし忘れた場合には、失格

とします。 

・フィニッシュから会場までは、青白色テープ誘導です。誘導テープに沿って、会場にお戻りください。

なお、途中、会場からスタート地区に向かう道に合流しますので、スタート前の選手に情報を提供し

ないでください。地図が見えないようご配慮ください。 

・本大会の計算センターは、会場内に設置してあります。フィニッシュ地区に長時間留まることなく、

フィニッシュ後は速やかに計算センターを通過してください。 

・フィニッシュ後の E-Cardは、計算センターの役員が回収します。個人所有の E-Card を使用した場合

には、読み取り後にその場で返却しますので、しばらくお待ちください。 

・計算センターでの読み取りの際、その場で受付時に配布した水とは別の飲料水を配布しますので、一人１

本お取りください。受け取った飲料水のペットボトルはお持ち帰りください。 

・フィニッシュ閉鎖時間は、13:30 です。13:30 よりコントロール撤収を開始します。競技が終了しな

かった場合でも、必ず 13:30 までには、フィニッシュを通過してください。 

・フィニッシュ閉鎖時間になっても、フィニッシュの通過が確認できない場合には、未帰還者として捜

索いたします。 

 

地図回収： 

・本大会では参加者のモラルを信じ、地図回収は行いません。 

・出走前の参加者に対し、地図を見せることを禁止します。見せたことが判明した場合には、出走前の

参加者だけでなく、見せた参加者も失格とします。 

 

成績掲示： 

・成績速報は、参加者控室内に２か所、モニターを設置して流します。 

 

表彰式（12:30～）： 

・表彰は 12:30以降、複数回に分けて行う予定です。表彰対象者は、会場のアナウンスに従って、舞台

前にお集まりください。 

【埼玉県協会大会】 

・M21Ａと W21Ａクラス 1位の方（有資格者*）が、平成 29年度 埼玉県選手権者となります。 

*埼玉県協会個人加盟員：判定は、埼玉県オリエンテーリング協会のＨＰに掲載されているリストをも

とに実施いたします。 

・各クラスの上位 3名までを表彰します。 

・当日申込者は、表彰の対象になりません。 

 

欠席者の地図返却・地図販売（12:45～）： 

・欠席者の地図は、スタート閉鎖時刻の 45分後（12:45）を目安に、大会本部から返却の案内をします。 

・本大会地図の販売は予定しておりませんので、予めご了承ください。 

 

Ⅶ．その他 
 

プログラムの変更： 

・公式プログラムに記載されている事項は、事前の予告なく変更される可能性があります。 

・大会前日までに変更があった場合には、埼玉県オリエンテーリング協会の HP にて変更箇所を公表し

ます。 



・公式掲示板には、大会前日までの変更点と、大会当日の変更点の双方を掲示します。 

 

安全に関する情報： 

・本大会では競技時間を設けています。長時間にわたって無理に競技を続けることは、事故のもとです。

競技時間を超えた場合には、すみやかにフィニッシュに向かってください。 

・大会への参加は、良好な健康状態でお願いします。自身の健康状態を考え、絶対に無理はしないでく

ださい。競技前には、準備運動を十分に行ってください。 

・体調に異常を感じたときには、競技を中止してください。必要に応じて、大会役員または周囲の競技

者に助けを求めてください。競技者は、他の競技者から体調不良により助けを求められた場合には、

競技を中断し、協力してください。 

・競技中に負傷した場合、主催者は応急手当のみを行います。傷害保険は主催者が締結しますが、補償

額には限度があるため、参加者も傷害保険に加入することを推奨します。また、健康保険証の持参も

推奨します。 

 

その他の注意事項： 

・参加者が自分自身、または第三者へ与えた損傷、損害、損失に対して、主催者はその責任を負いかね

ます。 

・自分で出したゴミは、必ずお持ち帰りください。また、民家の庭や畑に入ったり、樹木を傷つけるこ

とのないよう、注意してください。 

・競技エリアと会場内は火気厳禁です。タバコは絶対に吸わないでください。 

・大会会場及び駐車場における事故や盗難等について、主催者は一切の責任を負いません。 

・会場周辺の道路は、駐車禁止です。近隣の小曾木市民センター等の駐車場は利用出来ませんのでご承

知願います。車は、プログラムで指定した駐車場所（青梅市花木園第 3駐車場）に停めてください。 

・大会中に映像や写真を撮影します。これを、ラジオ、テレビ、新聞等のメディア及び主催者ホームペ

ージ等に掲載する権利は、主催者に帰属します。 

 

販売物： 

・会場付近にはコンビニ等の店舗はありませんので、昼食、飲料などは予めご用意ください。 

 

問い合わせ先： 

・大会前日までは、Eメールをご利用ください。 

saitamaken.orienteering.kyokai@gmail.com 

・大会当日の緊急連絡先 

090-4628-5039 （運営責任者：小島） 

 

mailto:saitamaken.orienteering.kyokai@gmail.com

