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2020年 6月 27日(土)  

 

 

 

 

日光ロングオリエンテーリング 
プログラム 

 

このたびは、⽇光ロングＯにご参加いただき誠にありがとうございます。 
⽇光地区北部のオリエンテーリング⽤マップが全部つながったのを記念して、昨年 12/29 に⽇

光浪漫派ロゲイニングを企画・開催しました。その続編を 4/26 に開催予定でしたが、新型ウイル
スの為に延期となりました。多くの⼤会が中⽌・延期となる中、6/19 の「全国規模での県境を越
えての外出⾃粛解除」を受けて、浪漫派ロゲのエリアを使った(スーパー)ロングオリエンテーリングイ
ベント(OMM で⾔うストレート)を、いち早く開催します。まだ段階的緩和の期間ですので、主催
者としていわゆる 3 密を避けたできる限りの対策をとりますが、参加される皆様におかれましても節
度ある⾏動をお願いします。(発熱や咳などの体調不良がある場合は参加をお⾒合わせくださ
い。) 
尚、「浪漫派ロゲイニング 2」は時期を⾒計らって(準備の時間が取れる時に)開催の予定です。 

 
◆期日 2020 年 6 月 27 日(土)当初発表していた 28 日(日)から変更になりました。 

◆集合場所 (受付・スタート)日光市丸山公園外隣接の路側帯 

◆公共交通機関 東武鉄道「大谷向」駅から徒歩 25 分、または「下今市」駅より徒歩 35分 

◆駐車場所 今市市街地「川原町」交差点近くの大谷川河川敷駐車場。会場まで徒歩 20 分 

 同乗者の降車は会場で可能です。会場の公園内運動施設は 6 月中は日光市民のみ利用を

認められております。トイレは利用できますが、芝生広場部分では、お互いに十分に距離を

とって下さい。運営拠点は図のように公園外の広い路側帯上とします。 

◆更衣・荷物預かり 女子更衣用テントを用意します。密にならないように順番にお使い

ください。荷物はスタッフスペース（ブルーシート）でお預かりします。 
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◆コースと距離&登距離 

・スーパーロング: 直線 17.8km(想定ベスト距離 20.8km)・登り 1,160m 24 コントロール 
・ロング 直線 10.7km(想定ベスト距離 12.1km)・登り 685m 15 コントロール 
・競技単位 1 人(ソロ)・2～3 人(チーム) 
別途掲載のエントリーリストで、ナンバーカードの番号をご確認下さい。 
<概要>オリエンテーリング愛好家だけでなく、地図を必要とするすべての野外スポーツの

方に参加・挑戦していただきたいので、コントロールはできるだけ平易な場所(小
丘・トレイルの分岐・終端など)に設定します。ロングレッグを多用しています。
果敢な直進、安全な道の大回り、その組み合わせ、ルート選択は自由です。ナビゲ
ーションに自信のない方はチームでの参加を強くお薦めします。どちらのコース
も毘沙門山を超えて茶臼山周辺を超えて会場に戻ってきます。リタイアする場合
のエスケープルートは多数あります。 

 
◆公式掲示板 当日の注意事項を書いた掲示板を設けますので、受付前に必ず掲示物に目
を通してください。 
 
◆受付 10:00～11:15 浅草 9:00 発東武特急でも受付終了には間に合いますが、ロング競
技に自信の無い方はなるべく早くお越し下さい。参加者は予め別途掲載の参加同意書（安
全上のルールと同意書・装備確認書）を印刷し必要事項を記入して署名したものをご持参
ください。必ず提出していただきます。その後、ナンバーカード・E カード(レンタルの場
合・バックアップラベルははめてあります)・バックアップラベル(マイカードの場合)をチ
ーム毎に 1 つのケースにまとめていれてありますので、それをセルフサービスで受け取り
ます。 
◆E カードのアクティベート E カードはスタート前に起動する必要があります。スタート
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時刻に前にスタートユニットにはめて起動させてください。 
 
◆スタート 10:30～11:30 受付にて来場した方から順次スタート時刻(10 分間隔程度)を
指定します。20 組程度ずつのウェーブスタート方式とします。スタート場所は会場内です
（地図中△の位置）。スタート時刻直前にスタッフが地図を配布します。フィニッシュ（パ
ンチングフィニッシュ）も会場すぐ近くになります。地図中◎表示の位置。 
 
◆競技時間 最長 5 時間。 5 時間を超えると失格になります。(フィニッシュ閉鎖時刻 
16:30) 15:30 より関門前コントロールは撤収を開始します。またレッグ(コントロールか
ら次のコントロールまで)の所要時間が 2 時間を超えると、E カードは計時を停止してしま
う仕組みになっています。 
 
◆救護所・給水所・関門 競技エリア内に 1 か所あり、どちらのコースでも 2 度通ります。
コントロールを兼ねます。関門時刻までに通過できない場合は、その時点でリタイア・会場
へ送還となります。関門時刻は第 1 関門がスタート後 2 時間 30 分、第 2 関門が 4 時間と
なります。 
 
◆競技用地図 オリエンテーリング専用多色刷りマップ「不動の滝」「日光愛宕山」「日光高
畑」「毘沙門山」をつなげた特製地図（版権所有：日本学生オリエンテーリング連盟） 
縮尺 1:15,000 等高線間隔 5m 通行可能度 5 段階表示 ISOM2017-2 準拠 B4 判 ポリエ
チレン製袋で密封することで耐水加工済。(1 人あたり 1 枚) 
(※北東地区および関東地区のロングセレ使用予定テレインとのかぶりはありません。) 
 
◆通過確認方式 emit 社 E カード使用、マイカード使用可。 
チームでの参加の場合、E カードはチームで 1 枚になります。使用方法は後述の競技方法
での説明をご覧ください。 
 
◆参加費 一般 4,500 円/人 大学生・大学院生等 2,500 円/人 E カードレンタル +500 円/
チーム 参加費は当日支払い・投げ銭方式です。所定の箱に参加費を入れて下さい。釣銭
も箱の中に用意してあります。急な体調不良により参加できなくなった方があとで支払う
必要はありません。必ず（当日朝になっても）何らかの手段(メールもしくは SMS 推奨)で
主催者まで欠席の旨の連絡を入れて下さい。 
 
◆参加者必携品 
・安全上のルールと参加同意書・装備確認書(チーム毎の提出です。密を避けるため来場前
印刷し必要事項の記入を済ませて、ご持参ください。新型コロナウイルス対応のため全員
の住所を書いていただきます。) 
以下の品々は E カード以外はチームでの参加でも必ず個々人が携帯すること。 
・マスク(またはそれに代わるもの) 
・コンパス(方位磁針) 
・安全ピン 4 本以上(ナンバーカードを装着するのに使用) 
・トレイル用ランニングシューズ等の靴(ピン付き可) 
・レインジャケットおよびレインパンツ 
・携帯電話(いわゆるガラケーでも SMS 送受信ができれば可) 
・食料 
・水 
・ホイッスル 
・熊鈴 
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・ライト(LED 推奨) 
・ファーストエイドキット 
・マイ E カード(レンタル以外の方) 
 
◆主催者準備品 
・ナンバーカード 
・E カード(レンタル申込者のみ) 
・バックアップラベル（レンタルの方は予め E カードに装着されています） 
・競技用地図(ポリエチレン製の袋で密封済み) 
 
◆表彰式 表彰式は行いません。上位入賞者には後日、賞状を郵送します。「3 密」を避け
てお帰りください。 
 
◆招待選手 
柳下 大 選手 (ロゲイニングの"帝王"と呼ばれる方、OMM ストレートでも活躍中) 
 
【競技方法】 
ポイントオリエンテーリング（OMM
でのストレート） 
 

E カードを右図のようにコントロ
ールにおいてあるユニットにきっち
りとはめることによって、通過時刻
がカードに記録されます。左右で欠
けている部分にズレがあり、必ず１
方向にしかはまらない構造になって
います。万一時計機能が壊れていて
も、きちんとはめていれば、バックア
ップラベルの所定の位置に針穴が記
印され通過証明の代替とする構造に
なっています。必ずきっちりとはめ
て下さい。山中のコントロールでは
ユニットが紐で吊るした形式にして
いる場合があります。 

まず、スタート前に E カードをス
タートユニットにはめてアクティベ
ートし、ユニットのランプが光るこ
とを確認します。 
 スタート後は必ず指定された順番
に回ります。例えば、４から５を⾶ばして６に⾏った場合、5 に戻って、もう一度６をチェックしないと完⾛し
たことにはなりません。 
 
＜関門コントロール＞ 
 必ず所定時刻までに通過する必要があります。エイド(救護所・給水所)も兼ねています。エイドに気を取られ、
コントロールチェックを忘れる例が多くあります。気をつけて下さい。 
 
＜最終コントロール＞ 
 これも全員通過する必要があります。最終コントロールからフィニッシュまでもテープ誘導等はなく、各自、
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地図読みでの⾏動になります。 
 
＜フィニッシュコントロール＞ 
 帰還後いきなり大会本部に駆け込むだけでは完⾛したことにはなりません。必ずフィニッシュコントロールに
カードをはめてください。その時刻がフィニッシュ時刻(パンチングフィニッシュ)となります。フィニッシュの
位置は会場すぐ手前になります。（地図上の◎の位置） 
 
【リタイアする場合】 
 

所定時刻までの完⾛および関門通過が危ういと判明した時点で一番安全なエスケープルートを探してリタイ
アして下さい。リタイアの場合 SMS にてその旨主催者（090-8041-4673:山川）に連絡することを義務付けま
す。（携帯圏外の場所が多いので SMS にて必要事項を開通時に自動送信する設定でお願いします。）その際送信
する内容は「チーム番号、現在時刻とだいたいの現在位置、今後どのように動くかの方針」を知らせて下さい。
関門でリタイアの場合は、⾞で回収してフィニッシュまで主催者が運びます。 

 
安全上のルールについて 
【安全上のルール（自⼰管理責任）と同意書、必携装備】 

別掲「安全上のルールと同意書、装備確認書」についてよく読み、必要事項を記入の上、必ず当日受付に
提出して下さい。もし万一事故が起こってしまった場合、冒険や挑戦への賞賛ではなく、⾟辣な批判に流
れる社会風⼟が（特にネット社会になってからは尚更）日本には確かにあると思います。今後もこのよう
な浪漫あふれる企画を続けていきたいと考えていますので。事故や不注意によって今後このようなイベ
ントができなくなるような事態にならないように、特に参加者の皆様には万全な安全対策を講じ決して
無理しないようにお願いするものです。 

 
<右写真＞ 
毘沙門巨岩(テレイン内) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
傷害保険について 
 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を持参してください。 
 
・保険適用期間・範囲 
 2020 年 ６月 27 日(⼟)の競技参加者(観戦のみは含まれません)に対して、 
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 大会会場及び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、主催者であるヤマカワオーエンタープライズ・山川 克則までお問合せください。) 
 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︓⻘島 優) 
  さいたま市大宮区宮町 4-16 さくら大宮 9 階 
   E-mail︓seiwa0019@coral.ocn.ne.jp 
  TEL︓048-649-5761／FAX︓048-641-0596 
 

★ もしも事故が起こってしまったら… 
以下の情報をまず主催者山川 克則までお知らせください。 
 
（１）ケガをされた方についての情報 
◆お名前（フルネーム・漢字・よみがな） 
◆性別 
◆年齢（分かれば⽣年月日） 
→ケガをされた方が、未成年の場合、保険⾦請求の際、親権者（保護者）の方の署名等が必要になって
きます。 
◆職業（学⽣なら、学校名・学年） 
◆住所（正確に） 
◆連絡先電話番号 
◆連絡先メールアドレス 
 
（２）ケガをされたイベントの情報 
◆イベント名 
◆イベント開催地（テレイン名・都道府県市町村名） 
◆開催日 
  
（３）ケガのおきた状況 
◆いつ︖ （何月︖何日︖何時ごろ︖） 
◆どこで︖ （山の斜⾯︖倒⽊の多いところ︖下り坂︖コンクリ︖etc） 
◆どんな状態で︖ （滑って転んだ／倒⽊に躓いた／枝が刺さった etc） 
◆どこをケガした︖ （⾜︖手︖指︖⾜⾸︖腰︖右︖左︖etc） 
◆どんなケガ︖ （捻挫︖骨折︖擦傷︖腱断裂︖etc） 
 
（４）病院の情報 
◆病院名 
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◆病院の電話番号 
◆初診日 
◆どのくらいの通院予定（わかる範囲で） 

 
【問合せ先】 

山川 克則(ヤマカワオーエンタープライズ) 
E-mail : rmo-s.yamakawa@nifty.com 電話︓090-8041-4673 


