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■大会概要 

主催 ファミテック 2days 実行委員会 

坂野山遊地図企画・ヤマカワオーエンタープライズ 

会場 ホテルファミテック明神（栃木県日光市室瀬 456） 

 日光例幣使街道テレイン内 

交通 自家用車または送迎バスで会場へお越しください。 

■ごあいさつ 

坂野山遊地図企画 

代表 坂野翔哉 

 

2020 年に塩谷町で「しおや 4days 大

会」を開催して、今年もまたイベント

を開催できたことを嬉しく思います。

そしてご参加していただいた皆様ありがとうございます。先行きの見

えない 1 年でしたが、たくさんの方の協力があってオリエンテーリン

グはしたたかに開催され、おかげさまで私も生活できていました。 

今年はファミテック様から山川氏へイベント誘致の打診があり、私

が企画を行うという形式となりました。私も大学新歓や秋の新人戦で

は毎年お世話になっていた宿です。関東でこの競技を多くの人に広め

ていくのに不可欠で重要な拠点となっています。 

社会もスポーツ界も荒波に揉まれていますが、この大会に関わる全

ての人に市民スポーツとしてのオリエンテーリングを楽しんで、生き

る活力としていただければ幸いです。 

 

（有）ヤマカワオーエンタープライズ 

代表取締役 山川克則 

 

ヤマカワオーエンタープライズと

して業務を始めていつのまにか 10

年を迎えていました。昨年来のコロ

ナ禍で例に漏れず、オリエンテーリング界も中止・延期・自粛が相次い

でいますが、日常に戻ったときに（全くいつになるやら？）いち早く立

ち直れるようにと、誰よりもフットワークが取れる自分が率先して、”

山川 Dream”としてイベントを継続しています。そんな中いつもお世話

になっているオリエンティアの定宿ホテルファミテック様から、今度

はうちの周りでやってよ、泊りで、という申し出をいただき、本イベン

トの企画（応援イベント）を坂野山遊地図企画に持ち掛けたものです。

泊りであるからこその満載のメニューで皆さんをお待ちしています。

お楽しみに。 

それとオリンピック休日の 4 日間、本イベントと高野兼也が企画す

る菅平イベント、両方に記録を残した方に YMOE 社からプレゼントが

あります。当方の 10 年の取り組みを記録した記念ポスター（限定品）

を 11 月に作成致します。それを贈呈致します。 

■参加者へのお願い 

・新型感染症の感染が疑われる方、体調の優れない方、37.5℃

以上の体温がある方の参加をお断りします。 

・開催中や移動時はマスクの着用、手指の消毒、人と人との距

離を開ける、大きな会話を控える、大人数での屋内の滞在を

減らす、屋内では換気を行うなど感染症対策をお願いします。 

・参加を予定される方は別途「感染症対策ガイドライン」をご

確認ください。 

■大会役員 

実行委員長 坂野 翔哉 (坂野山遊地図企画) 

協力 山川 克則 (ヤマカワオーエンタープライズ) 

22 日ミドル/コース設定者 宮西 優太郎 (宮西山野精図) 

22 日ナイトコース設定者 祖父江 有祐 

23 日ミドル/スコアコース設定者 齋藤 佑樹 

23 日トレイルコース設定者 大西 正倫 

撮影班 北川 賢也 (別途で斎藤早生さまの写真撮影) 

計算センター 鈴木 璃土 

スタートなど 山川 順子 石坪夕奈 大石 征裕 

■受付と競技の流れ 

・参加者は会場に最初の到着後、受付でゼッケンとレンタル E

カードを受け取ってください。ゼッケンで出欠管理をしてい

るのでご自身のものだけをお取りください。ファミテック宿

泊者は受付で検温とお支払いをお願いします。 

・会場に公式掲示板を用意します。ここで競技情報の変更や注

意を確認の上で競技を行ってください。 

・E カードは 2 日間を通して共通です。変更は競技の前に受付

で申し出てください。レンタル品の紛失時は実費で弁償して

いただきます。 

・E カード用のバックアップラベルを会場や拠点で配布してい

ますが、利用は必須ではありません。たいへん外れやすいの

で使用する場合はテープ等で補強を行ってください。 

・貸しコンパスはありません。 

・欠席者の代走が可能です。必ず受付時に申し出ください。 

・出走時刻はナイトリレーを除いて自由です。適度な時間をお

いて、パンチングスタートを行ってください。スタート地区

で集合や並ぶなどの行為は避け、スタート地区に着いたら速

やかにスタートしてください。 

・フィニッシュ後は会場に戻り、E カードの読み取りを必ず行
ってください。 

・地図回収を行わないので、未出走者へ配慮お願いします。 
・金属ピン付きのシューズを履いて、トイレ及び建物を利用

しないでください。 
・競技終了後は LapCenter のライブ速報や RouteGadget から

競技の結果を閲覧いただけます。 

■共通の競技情報 

・個人によるポイントオリエンテーリング 

・ミドル、トレーニング、ナイト、スコアの地図縮尺は 1:10000

で等高線間隔 5m。ナイトが A5 サイズで他は A4 サイズ。 

・トレイル O の縮尺は 1:4000 で等高線間隔 2.5m 

・トレイルを除いて地図は耐水加工済 

・位置説明表はスタート地区で配布します（ミドルのみ） 

・スタート時刻は指定された時間帯内で自由です（フリースタ

ート方式） 

・ゼッケンは 2 日間を通して全競技共通で、体の正面に着用し

て競技に参加してください。 

・優勝設定時間はいずれも男子大学生想定です。女性は 1.3 倍
程度と考えられます。 

・L,M コースは E,A(中上級者)レベルで長め、S コースは F,B(初

心者)レベルです。 

・公正と正直を胸に行動し、スポーツ精神と友情を忘れずに競

https://shoyabanno.com/events/2020shioya/files/shioya4days2020_covid19.pdf


 

 

※賞品の一部は昨年の「しおや 4days」にて 

O-Support 様から提供いただいたものです 

技を行ってください。 

・全競技で会場（ホテルファミテック）エリア内にスタート
があります。フィニッシュから会場までは徒歩 1 分です。 

・走行可能度が高いゆえに切り傷がたくさんできます。肌の
露出を減らすこと、アームカバー等の着用を推奨します。 

■テレインの情報 

・走行可能度は概して高いが、一部に藪が見られる。藪は棘の

生えているものや密度の高い箇所がある。台地上は平坦だが

斜面は急峻である。 

・動物捕獲用の罠があります。罠の付近には白いタグが樹木に

掲示してあります。踏むと足に絡まるものはネジを緩めるこ

とで外せます。檻には触れないようお願いします。 

■各日程の競技情報 

22 日 ミドル・トレーニング（日光例幣使街道） 

12:00 スタート開始 16:00 フィニッシュ閉鎖 
L：4.7km 270m 35min 
M：3.2km 180m 35min 
S：2.7km 130m 35min 
Training：2.0～2.2km 100~120m 3 コース 
・ゼッケンに申し込みクラスや追加地図の記載がありますの

でご確認の上でスタートしてください。 
・全クラスで競技中に無人給水所を通過します。ペットボト

ルから紙コップに注いで飲むこと、コップをゴミ袋に捨て
ることを各自で行ってください。 

 

22 日ナイト（日光例幣使街道） 

19:30 3 人リレースタート 21:00 フィニッシュ閉鎖 

個人はフリースタート 
個人：1.3km~1.4km 70~80m 10min 
リレー：1 走区は個人同様 30min 
・出走にはライトが必要です。スマートフォンのライト機能

は端末の破損や怪我につながるのでやめましょう。 

・個人申込の方の鉄人クラス変更も可能です。ご相談ください。 

・リレー対象者は本紙最後のリンクから google form にてリレ

ーチームオーダー表を提出してください。 

 

23 日 ミドル・スコア（日光例幣使街道） 

9:00 スタート開始 13:00 フィニッシュ閉鎖 

L：4.5m 260m 35min 
M：3.4km 190m 35min 
S：2.5km 130m 35min 
Score：得点はコントロール番号の１の位(0 は 10 点) 

200 点満点。超過 1 分(切り上げ)毎に 8 点減。 
・ゼッケンに申し込みクラスや追加地図の記載がありますの

でご確認の上でスタートしてください。 
・全クラスで競技中に無人給水所を通過します。ペットボト

ルから紙コップに注いで飲むこと、コップをゴミ袋に捨て
ることを各自で行ってください。 

 

23 日 トレイル（ホテルファミテック） 

13:00 スタート開始 17:00 フィニッシュ閉鎖 

TempO：30min 
・会場近くにスタートとフィニッシュがあります。 
・トレイル O のフラッグが多く存在しますが、それらにはパ

ンチングユニットがありませんので他競技とは判別可能で
す。 

・他の競技者、一般利用者を尊重し競技を行ってください。 
・スマートフォンでの Google form での回答を推奨します。 

■当日参加料金と物品販売 

・当日参加料金はミドル 3,500 円（学生は 2,500 円）、トレイ

ル・ナイト 1,300 円（学生も同額） 

・追加メニューと地図販売 1 枚 600 円 

・レンタル E カード 1 日 300 円 

これより上は QR コード決済 PayPay に対応しています。 

・宿泊費 1 泊あたり 5000 円を当日受付にてお支払いくださ

い。 

■表彰 

・ミドルとスコアの計 7 コースの男女別優勝者に 1 人 1 度だ
け賞品の授与があります。表彰式はありません。その他に
も年齢や頑張りに応じて特別賞を用意します。 

・賞品授与対象者は大会開催期間中に大会本部までお越しく
ださい。 

・菅平と合わせて 4 日間の参加者は YMOE 社山川から記念品
を授与予定です。 

■宿泊・輸送 

・ホテルファミテック明神の宿泊申込者は 1 泊 2 日、2 食付き

5000 円を当日お支払いください。 

・基本的に個人参加者には個室を用意していますが、一部参加

者には相部屋のお願いを連絡差し上げております。グループ

での部屋利用希望も要望通りに用意させていただきます。当

日用意する部屋割表をご参照ください。 

・本イベント参加者はファミテックへ直接連絡や予約をしない

でください。食事は黙食でお願いいたします。 

・ファミテックにはタオル、歯ブラシなどのアメニティはあり

ません。大浴場があり、石鹸やシャンプーがあります。無料 

wi-fi が利用可能なエリアがあります。飲食物やアメニティは

フロントにて販売があります。 

・東武線下今市駅からの無料往復送迎を用意いたします。22 日

行きは 11 時 45 分・12 時 35 分の 2 便で駅発、帰りは 16 時

会場発です。23 日行きは 10 時駅発、15 時会場発予定です。 

■保険・その他 
・本大会では競技中の怪我について、保険に加入しておりま

せん。 
・参加者が自分自身あるいは第三者に与えた損害に対して主

催者はその責任を負いません。 
・盗難等の被害についても責任は負いかねます。貴重品は参

加者自身での管理をお願い致します。 
・不測の事態により大会開催が不可能と判断された場合は大

会 HP にて大会中止をお知らせ致します。 

・感染症の疑いがある方や体調不良の場合のキャンセルは、一

部参加費の返金を行います。 

・新型コロナウィルスの感染拡大状況や社会状況などを鑑みて

記載の内容は変更となる場合があります。 

■大会特設ウェブサイト、お問い合わせ先 

ホームページ https://japan-o-entry.com/event/view/758 

メールアドレス shoyabanno@gmail.com 

リレーチームオーダーhttps://forms.gle/9DnrohsSujUEagsk6 

電話番号 080-3674-3309（坂野） 

■主催・協力など 

http://www.orienteering.com/~ymoe/
https://shoyabanno.com/index.html
https://japan-o-entry.com/event/view/758
mailto:shoyabanno@gmail.com
https://forms.gle/9DnrohsSujUEagsk6
https://www.o-support.net/
http://www.miyanishi-ss.com/

