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2020 年 12 月 23 日発行 

山川 Dream#14 募集要項 2 
2020 年 12 月 27 日(日) 

東北大練習会と共催 
（山川 Dream#15 と山リハ 2021 の案内もあり注目！） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【本イベントにおける新型コロナウイルスへ感染症への対策】 

・ 2 週間以内に原因不明の発熱のあった方、新型コロナ感染者と濃厚接触が疑われる方、直近 2 週間以内

に海外渡航歴があり検査により安全が確認されていない方は参加しないでください。 

・ 当日の体温が 37.5℃以上の方、頭痛・咳・のどの痛み・味覚異常のある方は参加をお取りやめください。 

・ 参加される方は前後 2 週間の行動記録を求められれば提出できるように準備をお願いします。 

当日のルール 

1. 集合場所→練習拠点間の移動、競技・飲食以外の時間帯はマスクを着用ください。 

2. 集合場所・拠点の双方に手洗い用水・ハンドソープ・ペーパータオル・ゴミ袋・消毒液を設置します。共

   同で使う物に触れる前や、トイレを済ませた後、飲食の前後などにご利用ください。 

3. 他の参加者やスタッフとの距離(できれば 2ｍ、少なくとも 1m）を確保してください。 

4. 大声での会話は禁止 

5. 飲食をしている時は、会話はしないこと。 

6. マスクを着けていない時に咳やくしゃみをする際には布や腕、袖等で口元を覆うこと。もし、手で押さ

   えた場合にはできるだけ早く手を洗ってください。 

・ 以上のルールを守っていないことが明白なときには、スタッフから注意する事があり、その上で応じていた

だけない場合は競技・練習への参加をお断りすることがあります。 

・ 学生は学校当局からの指示(団体での宿泊禁止等、各校それぞれの規制)にも留意して、慎重な行動をお願いし

ます。 

・ 開催後 2 週間以内に新型コロナウイルス 感染症の感染が確認された場合はメールにて速やかにご連絡くだ

さい。 
・ 今後の大会が無事開催できるよう、クラスター感染を起こさぬよう、ひとりひとりができる努力をしましょ

う。 

 

参考資料 

 JOA オリエンテーリング大会・練習会開催時における新型コロナウイル ス感染防止のためのガイドライン 

  http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_1.pdf 
 JOA .感染対策ガイドライン JOA からの追加事項 
  http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_2.pdf 
 JOA 参加者向けチェックリスト 
  http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_4.pdf 
 インカレロング 2020 における新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン 
  http://www.orienteering.com/~icsl2020/documents/guideline.pdf 

 新型コロナウィルスの感染は、収束が見えないどころか拡大しています。自前

での練習会に踏み切れないクラブや、そもそも個人としての練習機会が少ないな

ど、色々もどかしい毎日が続いていると思います。 

 オリエンテーリングは野外でおこない、注意すればコロナウイルスの感染には

つながりにくいスポーツです。 ヤマカワオーエンタープライズでは、オリエン

テーリングの夢を未来につなぐため、できる限り山川ドリームの提供を続けてい

きたいと考えています。 

 オリエンテーリング界で最もハードということで有名な年末の東北大 OLC 合

宿も今年は日帰り練習会となってしまいました。その一般参加分を山川 Dream
として共催させていただけることになりました。例年多くの道場破りが参加しま

す。思う存分に練習できる機会として利用していただけたら幸いです。 

(山川 克則) 
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イベント概要 山川 Dream#14 
 ＜山川 Dream はオリエンティアの皆様に“夢”や“希望”をお届けするイベントです。＞ 
 主催：ヤマカワオーエンタープライズ(YMOE) 
 共催：東北大学オリエンテーリングクラブ 
 日時：2020 年 12 月 27 日(日) 
 
 集合場所：栃木県矢板市 川崎城跡公園駐車場 https://goo.gl/maps/yqnWyqvdaQtyFXro8 

     受付です。公園内にトイレあります。女子更衣用のテントを用意します。 

 

 アクセス： 

  東北自動車道「矢板 IC」から 4km 
  JR 矢板駅から 3.5km(徒歩約 50 分)、テープ等による誘導はありません。今回は駅からの送迎はありませ

  ん。 
 

 駐車場： 

  3 人以上の乗車の方：集合場所の駐車場へどうぞ。(台数が 20 台分ほど) 
  一般参加で 1 人もしくは 2 人乗車でお越しの車は下記駐車場にご駐車ください 
   城の湯駐車場 https://goo.gl/maps/SpyXU8TYKtDjjf9s6 
   RV パーク側のブロックで電源車専用でない区画(お風呂から一番遠いブロックです) 
  
 練習拠点： 

   集合場所から約 1.4km、受付にて誘導地図を受け取り徒歩で移動ください。 
   ※マスク着用、防寒具・飲食物等持参のこと 
 
 タイムスケジュール(予定)： 

  9:30～11:00 集合場所にて受付後、練習拠点に移動(徒歩 1.4km マスクをつけて移動ください) 
  10:00～ メインレース・スタート開始 
  12:00  メインレース・スタート終了 
    メインレースのフィニッシュ後、順次追加メニュー開始 
     Extra コース(3.7km) 
     サーキット(1km～2km のミニメニューを何本もこなす)計時あり 
     ファシュタ(レベルの似た者同志での集団走、リレー練習)計時なし 
  13:30  追加メニュー・スタート終了 
  14:20  コントロール撤収開始 
  14:30  フィニッシュ閉鎖・拠点撤収 
  15:30  この時刻までに集合場所に戻り、順次解散 
 
 地図： 「矢板山苗代」(やいたやまなわしろ) 
  縮尺 1:10,000、等高線間隔 5m、通行可能度 4 段階、ISOM2017-2 準拠 
  版権所有：日本学生オリエンテーリング連盟 
 
 メニュー内容： 

  メインレース(地図はポリ袋にて耐水加工済み・位置説明配布あり・地図と位置説明は拠点にて受取) 
   拠点からスタートまで誘導無し 1km(地図を見て移動) 
    M 5.2km↑270m インカレミドル男子選手権レベル 
    W 3.7km↑180m インカレミドル女子選手権レベル 
    F 2.6km↑95m 大学新人レベル 
    Extra 3.7km(耐水加工・位置説明配布無し、地図を入れるポリ袋は各自用意のこと) 
   サーキット(地図は半分のサイズ、拠点がスタート・フィニッシュ)計時あり、地図入れるポリ袋は各自用意 
    E 3.2km 
    A 2.9km 
    F 2.1km 
  ファシュタ(計時なし・地図入れるポリ袋は各自用意) 
   拠点からスタートまで誘導無し 0.4km (地図を見て移動) 
    3 セッション(セッション間を◎表示) 
    3 パターン 4.2～4.3km 
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   ◎で再集合して、同時スタート、あるいは遅い者を先に出して追いかける等、リレーで競り合いを想定し 
   シュミレーションをチームで工夫して練習 
 
 いずれのメニューも性別による区別はありません。自分の練習目的によって選択下さい。 

  メニュー内容は例年の東北大 OLC 冬合宿の内容を踏襲していてとてもハードです。全日本＆インカレチャンプの 

  小牧選手にご参加いただく予定です。実力のある方は、彼と同じチームでファシュタを走ることを志願して勝ち取るよう

 な積極性 も期待しています。 

  ※但し、自分自身のレベルを良く考え、必ずフィニッシュ閉鎖までに戻ってこられるようにお願いします。 

 

計時方法等：emit 社Ｅカードを使用します。マイカード使用可。レンタル希望の方は申込時に申告下さい。 
 ※Ｅカードのレンタルは 300 円です。また、破損・紛失の場合は 9,500 円を申し受けます。 
 
参加費： 一般 2,500 円以上、 
   東北大・宮城学院女子大学以外の大学生・大学院生 1,500 円 
   中高生 1,500 円(中高生で F クラスに参加の方は 1,000 円) 
 ※追加メニューは何本走っても代金は不要です。 
 

参加費は事前支払い不要、当日の“投げ銭”方式と致します。神社のお賽銭がごとく、お帰りの時間までに所定

の箱にお気持ちを“投げ銭”していっていただければと思います。お釣りの必要な方も適宜自主的に箱から頂いて

いって下さい。 
 

申込：Japan-O-entrY(https://japan-o-entry.com/)にて 12 月 24 日(木)27:00 まで。 

  ※東北大学・宮城学院女子大学およびその OB・OG の方はこちらでは申し込まずに、大学クラブからの

   案内に従って申し込んで下さい。逆に、それ以外の大学生の方はこちらで申し込んで下さい。 
 
 

 当日申込はありません。締め切りを過ぎてから参加したくなった場合はメールにてお問い合せください。 
 また体調不良等で欠場する場合は、当日朝でも良いので必ずメールにてお知らせください。 
 

問合せ(連絡先)：山川 克則(ヤマカワオーエンタープライズ） 

   メール rmo-s.yamakawa@nifty.com 

   電話 090-8041-4673 
 

その他： 帰りに城の湯で入浴はいかがですか？ 練習した地図を見せることによって 100 円割引されます。 
   大きな荷物は川崎城跡公園駐車場に置いておけます。受付の者が留守番を務めます。午後の練習をせ

   ずに早く帰られる方は、受付にてその旨をご申告ください。 
 
今後のイベント予定： 

コロナ禍の中でも夢がつながる よう頑張って気軽に練習できるイベントを主催し、また茨城大大会・KOLC

大会・東工大大会のような大会開 催の意思をもった団体を支援していきます。 
 
 1/17(日) 開催予定だった茨城大大会(福島県いわき市)は延期となりました。 
   弊社は渉外指導で関与。日本学連新規地図作成事業第 9 弾。 
 2/ 6(土) 日本学連合宿兼山川 Dream#15 
   ※2019 春インカレミドル選手権のお披露目走 (どなたでも参加できます) 
 2/ 7(日) 山リハリレー2021 兼 関東学生オリエンテーリング選手権団体戦 
    ※2019 春インカレリレーのお披露目走 (もちろんこちらもどなたでも参加できます) 
 2/6～7 およびその宿泊については別ファイルで案内版を近日公開予定です。要チェック！ 
 3/27(土) KOLC 大会(矢板日新の完全リメイク)植生と林業道が最新データになり、地形表現もさらに洗練

化。 
   ＜延期された名椙大会も同日に開催の模様です。こちらも当方渉外支援大会です＞ 
 5/ 4(火・祝) 第 4 回東工大ＯＬＴ大会 学連新規地図作成事業第 10 弾  
   ※矢板・塩谷地区巨大マップの欠けピースが、また埋まります。 
 5 月 栃木県協会大会(公認 S 予定) インカレスプリント 2020 の「那須野が原公園」を皆さんに公開！ 
 
 YMOE 公式サイト http://www.orienteering.com/~ymoe/ にて公表します。ご覧ください。 


