
2019年 9 月 11日発行 

 

クラブカップ 7 人リレー2019 前日大会スプリント大会兼第 11 回山スペ 

（JOA 公認カテゴリ S 大会） 

 

プログラム 
 

 2 年前の学生選手権では、日本初の市街地の中での本格的スプリントオリエンテーリングの

公式試合を私の故郷である大垣市にて開催いたしました。今回はそのリバイバルイベント。本場

欧州では普通に開催されるこの形態も日本での開催は社会環境上困難が伴いますが、今回、また

実現できたことは、ひとえに地元の皆様のご理解の賜物と感謝・感謝です。非日常空間の迷路の

ような村の形状の中での、オリエンテーリングを十分にお楽しみ下さい。      ＜山川＞ 

 
開催日 2019年 9月 14日（土）雨天決行・荒天中止（中止の場合は公式 Webサイトにてお知らせします） 

場所 岐阜県大垣市上石津町時地区 

主催 岐阜県オリエンテーリング協会／（有）ヤマカワオーエンタープライズ 

協賛 （株）ニチレイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会プロデューサ･コース設定 山川克則 

競技責任者 橋本八州馬（岐阜県協会） 

イベントアドバイザー 中田茂夫（岐阜県） 

 

 
 



会場 えぼしふれあい会館 大垣市上石津町下山 2862-1（時支所正面に向かって右の道を入って、左奥の建物） 

   https://goo.gl/maps/T38SJNArcJZTvzA96 

交通 ＜乗用車＞名神高速道路「養老 SA内スマート IC」「関ケ原 IC」より約 15分 

    ＜バス＞JR大垣駅より名阪近鉄バス・大垣多良線 「多良・時」行バス終点下車（所要 70分 1,180円）すぐ 

    バス時刻表 https://www.mkb.co.jp/rosen/rosenmei 

     （往路 大垣駅 9:10発→時 10:19着 大垣駅 11:10発→時 12:23着）（帰路：時 14:41発→大垣駅 15:50着） 

駐車場 会場内（約 30台）及び近隣の場所に用意（支所前にスタッフが立ってご案内致します。往復徒歩 15分以内） 

大会公式サイト http://www.orienteering.com/~ymoe/event/2019/yamaspe 

 

競技形式 ポイントオリエンテーリング スプリント競技 

競技規則 （公社）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」に従う。 

コントロール位置説明 JSCD2008による。 

地図    縮尺 1:4,000 等高線間隔 2m JSSOM2007準拠 YMOE作成 2017年度インカレスプリントテレイン 

       サイズ A4 ヨコ ポリエチレン袋による耐水加工済み 

通過証明 emit社製 e-card使用、リフトアップスタート方式、マイカード使用可能 

 

スケジュール 開場・受付開始 10:30～ 

  当日受付締切  12:00 

  スタート 12:30～ ＜スタート・フィニッシュは会場内＞ 

  フィニッシュ閉鎖 14:40 

         会場閉場 15:30 

 

受付 ＜事前申込の人＞以下の配布物を各自セルフサービスでお受取下さい 

     バックアップラベル、ナンバーカード（ゼッケン）、（レンタルの方）e-card 

    ＜当日申込＞若干数受け入れます。OA(3 コース), OB(4コース) 

     高校生以下 2000円、大学生 2500円、一般 3300円、 レンタル e-card ＋300 円 

※ ナンバーカードを留める安全ピンは各自でご用意下さい。若干数を受付にて販売します。(4本 1組 50円) 

（番号でレーン・スタート時刻が認識できます。） 

※ コンパスの貸し出しは致しません。コンパス販売の方が当日会場に来場しています。 

※ 万一、e-cardに不備がありましたら受付に申し出てください。マイカードを忘れたなどでの臨時の貸し出し

には 300円かかります。 

 

更衣室 女性はステージ幕の後ろでお願いします。トイレは館内、救護所はテレイン内にありません。本部で簡易処

置。 

服装・用具 使用する靴に特に制限はありませんが、普通のランニングシューズが適しています。不整地を走るに適

した靴は不適です。服装は市街地内を走行しますので常識の範囲内でお願いします。 

 

公式掲示板 プログラム発行後大会当日までに生じた変更事項および重要事項などは公式掲示板にて発表致します。

すべての参加者は競技前に必ず目を通しておいてください。 

 

スタート 会場内です。3分前になったらスタート枠に入ります。30秒おきに枠を一つ進みます。 

     ※ ナンバーカードを必ず前面に装着して下さい。 

※ スタート枠前に電波時計を設置します。 

※ スタートチャイマーの音は予報音が 4回鳴るタイプのものです。 プップップップッポーッ 

※ そのポーッという合図音とともに e-cardをユニットからリフトアップし、自分の地図を取ってスタートしてくだ

さい。地図は裏向きにクラス名を表示してカゴにいれてあります。 

※ 位置説明表を 2分前枠で配布します。＜セルフサービス＞ サイズは 60 ミリ×140 ミリ以内です。 

https://goo.gl/maps/T38SJNArcJZTvzA96
https://www.mkb.co.jp/rosen/rosenmei
http://www.orienteering.com/~ymoe/event/2019/yamaspe


競技 【お詫び】要項で公共バスが走らない時間帯での競技とご案内しましたが、申込者多数のため村内を 12:36～

37 でバスが走行する間でも競技が行われることになりました。バスの運転手様にはその旨説明し対象エ

リアを徐行していただくようお願いします。またその時間は運営スタッフによる警備も重点的に行います。 

 

    【前提】それでも市街地内のオリエンテーリングですので、地元の方の生活と共存の中でのレースとなること、

そのための配慮が必要なことを十分に認識の上競技を行って下さい。交通規制は行っておりません。お

互いに安全を図ることは人間としての義務です。特権的に人の迷惑顧みないような走行が許されている

わけでは決してありません。また市街地ですので、コントロールを安定して設置できない場所もあります。

そこではコーンに刺して重石をおいているだけで、パンチ台にふらつきはあります。e-card によるチェック

では必ず止まって確実にユニットにはめ込むことを行って下さい。万一パンチ台を転倒させた場合は、転

倒させた競技者が必ず元に戻して下さい。競技者リテラシーの問題として行動をお願いします。選手権本

戦大会ではありませんので、そのための十分なスタッフを配置できておりません。 

 

必ず指定された順番に回ること。例えば３→４→５、で４を飛ばしたことに５をチェック後気がついた時は、４に

戻ってチェック後、もう一度５をチェックしないと完走したことにはなりません。 

 

地図で ）（ と示された場所では安全誘導員の指示に従って道路を横断して下さい。 

 

最終コンロールからフィニッシュまでは赤白テープ誘導に従って下さい。スタートもフィニッシュもカード読取場

所も同じ会場内ですので、フィニッシュ後のカード読取前にスタートユニットに近づかないようくれぐれもご注

意下さい。 

 

フィニッシュ者の地図は回収しませんので、未出走の選手に地図を見せないようにお願いします。 

 

招待選手のスタート及びフィニッシュ時には若干の演出放送を行います。招待選手のパフォーマンスにご注

目下さい 

 

コース距離 ＜クラス統合：M18 と M20 を統合し、M18-20 とした＞ 

レーン コース番号 クラス 距離（km) 登り（m） 
予想優勝タイム

（分） 

1 1 M21 3.6 40 13 

2 2 

W21 

3.0 34 

13 

M18-20 13 

M35 13 

3 3 

M50 

2.0 24 

13 

M65 15 

M75 18 

W20 16 

W35 18 

W50 20 

3 4 

W65 

1.7 20 

20 

W75 30 

W12 30 

B 12 



裁定委員 当日公式掲示板にて発表いたします。 

 

調査依頼・提訴について 

競技の内容に疑義があれば、調査依頼を提出することができます(受付にて用紙を支給)。原則としてフィニ

ッシュ後 20 分以内に提出してください。それに対し競技責任者が回答を行います。回答の内容に不服のある

場合は提訴を行うことができます。提訴は調査依頼に対する回答があってから 15 分以内に行ってください。

裁定は裁定委員会に委ねられます。 

 

傷害保険について＜スポーツ傷害保険＞ 

本大会では普通傷害保険(行事参加者の傷害危険担保契約)に加入しています。 

大会参加に際して自身の健康状態を十分に考慮して絶対に無理をしないでください。 

大会当日は万一に備え健康保険証のコピー等を持参してください。 

・保険適用期間・範囲 

 2019 年 9 月 14 日(土)の参加者(観戦のみの方は除く)に対して、 

 大会会場およびオリエンテーリング競技中の 

 急激に起きた偶然な事故による大会参加者のケガへの補償 

 (ただし、約款等で規定された適用外の事故を除く) 

 熱中症・蚊ダニ等の虫さされは傷害保険の対象となりません。 

・保険金額(1名あたり) 

 傷害 死亡／後遺障害 130 万円 

 (後遺障害保険金は後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 4 %～ 100 %) 

 傷害 入院 (日額) 1,500円（180日以内の入院／180日限度) 

 傷害 通院 (日額) 1,000円（180日以内の通院／90日限度) 

・請求・問い合わせ先 

 (まず、大会主管責任者である山川までお問合せ下さい。) 

 東京海上日動火災保険(株) 

 代理店 セイワインシュアランス (担当：青島 優／2002年度津田塾大学入学) 

     さいたま市大宮区宮町 4-16 さくら大宮 9階 

        メール：seiwa0019@coral.ocn.ne.jp 

      電話：048-649-5761／FAX：048-641-0596 

表彰 当日は行いません。 

各クラス３位以内の方に翌日の CC7会場で山スペ恒例の缶バッジを贈呈致します。 

 

留意事項  ＊ 事前申込者欠場の場合の代走出場は認めません。 

＊ 傷害保険には大会主管者が加入しますが額は些少なので怪我に対して十分な補償ではないことを

ご承知おき下さい。心配な方は各自でも加入しておいて下さい。 

＊ 参加者が自分自身および第三者に与えた事故・損傷・損害について、大会主催者はその責任を負い

ません。また、ゴミはすべて持ち帰って下さい。 

＊ 本大会の申込にあたって得た個人情報は、本大会の運営の遂行目的でしか使用しません。但し、主

催者が大会中に撮影した画像や映像を、大会報告や今後の大会企画の活動に利用させていただく

場合がありますこと、ご了解下さい。 

＊ 本要項に記載の事項を変更する場合は、大会Webサイトに更新情報を掲載するとともに、プログラム

及び大会当日の公式掲示板でお知らせ致します。 

＊ レンタルした e-cardを破損・紛失した場合は、8,500円を申し受けます。 

 

問合せ先   山川 克則  電話：090-8041-4673   メール：rmo-s.yamakawa●nifty.com  ●=@ 

mailto:seiwa0019@coral.ocn.ne.jp


【大会 PR】岐阜県協会がお贈りする秋の 2 日間大会 at 下呂市萩原四美の森 南飛騨健康増進センター 

令和元年 11 月 19 日（土）下呂市オリエンテーリング大会 

11 月 20 日（日）第 61 回中日東海ブロック大会（第 33 回ねんりんぴっく岐阜リハーサル大会） 

本スプリント大会参加者には 500円の参加費割引があります。締切：10 月 5日（土） 

プランナー:（上石津出身・関ケ原インカレ実行委員長）岐阜県協会理事 糸井川壮大 

  

第 33回ねんりんぴっく岐阜大会 2020年 11 月 1 日（日程調整中） 

 

岐阜県オリエンテーリング協会 http://www.orienteering.com/~gifu 

 

その他 ＊本大会出場者は、翌月下呂で行われる 2日間大会の 2日目「第 61回中日東海ブロック大会」の参加 

 費を 500 円割引きの特典が与えられます。岐阜県オリエンテーリング協会が今後展開する各イベントに

もご注目下さい。あなたの参加スケジュールに是非加えて下さい。 

岐阜県オリエンテーリング協会 http://www.orienteering.com/~gifu 

 

協賛 フィニッシュ後に（株）ニチレイ様より水の提供があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お詫び：要項及び本プログラムにて第 11 回山スペと銘打ちましたが、実は 3 年前の駒ヶ根でのクラブカップの
前日イベント（マイクロスプリント：駒ヶ根ファームス）が第 10 回山スペ、アフターイベント（アルプス広場）
が第 11 回山スペでした。第 10 回の優勝者が細川さん・小野澤さん、第 11 回の優勝者が猪俣さん・小野澤さん
です。申請や保険などの提出済みの公式書類の関係上、このまま第 11 回山スペとして本文書を発行致しますが、
表彰品である記念の缶バッジ及び成績記録からは、“第 12 回山スペ”と訂正して発行致します。書き漏らした猪
俣さんには大変失礼なことを致しました。謝罪いたします。スプリントの日本での定着を目指して気軽に出来る
シリーズ戦として開始し 11 回の開催を重ねてきましたが、インカレスプリントも正式開始されて既に 4 回を重
ね、定着に向かっています。山スペは役目を終えた感があります。今回は福島全日本スプリントに向けての予選
レースである公認 S 大会の機会が余りに少ないので、その応援という意図で、公認申請期限の半年前に急遽企画
したものです。3 年ぶりの山スペ開催となりました。公認大会のあり方については、今も色々議論があり揺れて
います。また、全日本スプリントが今のままで継続して開催していけるのかも極めて不透明です。そのために私
がまた日本の（スプリント）オリエンテーリングの発展・維持のために何かお手伝いしなければいけないという
“使命感”に駆られる時が来るかもしれません。 “山スペ”という枠組みはその時のために残しておきたいと思
います。次回の第 13 回がいつになるのかは判りませんが、今回の優勝者および本来の第 11 回大会の優勝者（猪
俣様、小野澤様）には第 13 回をご招待ということに致します。 

      山川 克則 

 

http://www.orienteering.com/~gifu
http://www.orienteering.com/~gifu

