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第 11 回全⽇本スプリントオリエンテーリング⼤会 
（JOA 公認カテゴリ S 大会） 
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開催日 2018 年 11 月 24 日（土） 雨天決行・荒天中止 

場所 国営木曽三川公園 ワイルドネイチャープラザ 

    http://kisosansenkoen.jp/ 
 
主催 公益社団法人 日本オリエンテーリング協会 

主管 （有）ヤマカワオーエンタープライズ（YMOE） 

協力 岐阜県オリエンテーリング協会、NPO 法人愛知県オリエンテーリング協会、東海中学校高校ワンダーフォーゲ

ル部、宮西山野精図、坂野山遊地図企画、他プロ計時スタッフ 

  

 



ご挨拶 

第 11 回全⽇本スプリントオリエンテーリング⼤会に寄せて 

 

        公益社団法⼈ ⽇本オリエンテーリング協会 会⻑  ⼭⻄哲郎 

  

晩秋の季、本⼤会を迎えるにあたり、参加者の⽅に歓迎を、企画・運営を労苦して進められてきた関係者⽀

援者の⽅々に感謝をいたします。 

 ⾃然豊かな⼤地に、オリエンテーリングスポーツが競技としてなりたつようにと、スポーツ空間と施設を創

り上げていかなければならないことは、常備した施設で実施する他のスポーツには⾒られない、独特の質の⾼

いスポーツ⽂化と⾔えましょう。 

 10 ⽉から今⽉にかけての全⽇本ミドル、そしてリレーの⼤会は森の中で⾏われましたが、本⼤会は国営⽊

曽三川公園に展開する砂丘、芝地などで、スプリントにふさわしい競技環境であります。フットレースの魅⼒

は、地形の変化によるスピードのコントロールですが、やはり⻑距離よりも、短距離の⽅がスピード感にあふ

れ、そのなかでマップとコンパスを瞬間的に判断するスピード感覚の能⼒は、⽣きるための⽣存能⼒と楽しさ

を⽣み出すし、スポーツの遊びの世界をしっかりと教えてくれるはずです。 

 近年は、全⽇本⼤会に始まり、⽀部、地域、学連・・などによっていろいろの⼤会が数多く開催されていま

すが、万を超す⼤規模のマラソン⼤会が路上で⾏われるとは違った多様で豊富な⼤地を⾛るなかで、参加者の

我々がもっと感じることを、もっといろいろな形で表現をして、世に伝えていかなければならないと思います。 

 2021 年に関⻄で⾏われるワールドマスターズゲームスのなかで世界マスターズオリエンテーリング選⼿

権が⾏われるのですが、本場欧州に⾒られないような⽇本の⾵⼟的⾃然観によって創る⾒事な⼤会つくりを

我々は⽬指していくつもりです。 

 最後に、本⼤会の開催に多⼤なご尽⼒をしていただいた⼤会関係者や⽀援をされた団体や地域の皆様に感謝

いたします。 
 

 

会場 ワイルドネイチャープラザ 野外ステージ 愛知県稲沢市祖⽗江町 
＜国営⽊曽三川公園は、岐⾩・愛知・三重の３県に渡り、13 箇所の公園から構成されています。オリエンテーリングとしては「かさ
だ広場」が最も⾏事実績があります。今回開催のワイルドネイチャープラザで通常盛んに⾏われているスポーツとしては“ウィンドサ
ーフィン”、“シクロクロス(⾃転⾞)”、“ドッグラン”などがあります。＞ 

 

交通 ＜乗用車・タクシー・レンタカー＞ 

東海道新幹線「岐阜羽島駅」から 11 キロ、名神高速道路「岐阜羽島 IC」から 9 キロ、 

    ＜徒歩＞ 

 名鉄尾西線「森上（もりかみ）」駅もしくは「山崎（やまざき）」駅から西へ徒歩 4 キロ。テープ誘導は付けません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場 ワイルドネイチャープラザ“中央駐車場”を利用して下さい。公園入場料金、駐車場料金とも無料です。 

    http://kisosansenkoen.jp/~wildnature/mwildsisetu.html 
     駐車場から会場の野外ステージ(表紙写真・砂上)へはすぐで砂丘の上をそのまま直進して下さい。 

  万一、中央駐車場（Ｐ１）が満車になった場合、下図のようにピクニック広場の堤防側（Ｐ２：未舗装）に手前

から順に駐車して下さい。ピクニック広場の道路より右側（舗装地）と、河畔駐車場は使用禁止です。 

 

拠点及びトイレの利用場所（時間帯で変わる）公平性に微妙に影響するテレインですのでご注意下さい。 

１．車の方は図のように入場する。駐車場からは速やかに点線のように表紙の写真のステージ方向へ。 

  ＜一旦車を離れたら、車を使って県営公園（県営木曽川祖父江緑地）のトイレに行くことは禁止です。県営

公園の駐車場は一時的にでも使用できません。トイレへは点線のように歩いて県営公園側のトイレを使用、

尚スタート前は県営公園内の他のトイレも使用可能＞ 

２．駅・およびバス停から徒歩の方は、県営公園から入り、トイレ利用の上点線のように会場入りも可能、車と

同じルートでの会場入りも可能。 

３．国営公園側のトイレはスタート前一切使用不可です。予選・一般フィニッシュ後、Ａ決勝進出者以外は使用

可能です。図の水色ＷＣ（２箇所） 

４．逆にＡ決勝進出選手隔離後は、県営公園内のトイレは出場選手およびそのサポート者のみ利用可能。サ

ポート者は一度隔離エリアに入ったら、選手スタート後まで会場側には戻れません。 

５．予選・一般時の陣取りエリアは図の緑枠のみ可能でそこからはみ出さないようにして下さい。運営側で判

るように仕切りを設営します。またＡ決勝時は赤色枠内が演出ボードの視野になります。競技地図は観戦

者全員配布します。競技の障害にならない限りどこでも観戦可能です。 

山崎→ 

 

名鉄「国府宮」「森上」駅から稲沢市市営コミ
ニティバス便あり。（1 便のみ利⽤可） 
http://www.city.inazawa.aichi.jp/ka_ann
ai/tiiki/koutsu_kaigi/kaigi29/siryou3.pdf 
 

③系統、「ふれあいの郷」⾏ 
 「国府宮」駅 8:57 発、名鉄尾⻄線「森上」
駅 9:32 発、「下沼」バス停 9:50 下⾞。 

⽇祝⽇運休ですが 24 ⽇は運⾏します。 
14 ⼈乗ワゴンバスでの運⾏ですのでご承知

おき願います。⼤勢の場合タクシー相乗りを
ご利⽤下さい。 

このバス便は選⼿権クラスの予選に出場に
は⽀障ありえます。 
１乗⾞ 200 円、JR「稲沢」駅は通りません。

国府宮駅の乗り場は、 
http://www.city.inazawa.aichi.jp/ka_ann
ai/tiiki/com_bus/bus_teiryujo/27.pdf 
を参照。 

森上駅のバス乗り場は駅前ロータリー、こ
の系統１本のみのバス停です。 
「下沼」下⾞後そのままバスの進⾏⽅向に前
進、２⾞線道路のＹ字路分岐が２度でてきま
すが、どちらも道なりに左側前進です。バス
停から会場まで１キロ弱、帰りのバス便はリ
ンク PDF を参照下さい。 

プチ情報１：名鉄尾⻄線、1 時間に上下線とも 4 本運⾏、「森
上」駅は有⼈駅、「⼭崎」駅は無⼈ですが⾃動券売機、⾃動
改札あり。鉄道系プリカ使⽤可能です。 

プチ情報 2：開会開催⽇に、地元祖⽗江町では“そぶえ⻩葉まつり”が開催されています。 
http://www.inazawa-kankou.jp/ev/bana.cgi?no=389  https://www.aichi-now.jp/spots/detail/322/ 
この地では紅葉ではなく“⻩葉”“、地元の⽅は、⽇本⼀の絶景は⾜助の⾹嵐渓ではなく、1 万本の銀杏が⾊づ
く祖⽗江こそが⽇本⼀と胸を張っています。⼭崎駅から祐専寺経由で会場⼊りのアクセスがお薦め。インス
タ映えには絶好の⾵景ですよ。詳しくは上記リンクをクリック!! 



６．予選・一般時のウォーミングアップは県営公園の方に行って、(比較的お客の少ない)多目的芝生広場あた

りで行って下さい。国営公園の中はどこも競技エリアと大変近く、駐車場からの移動以外の行為は行わな

いで下さい。また、周りをきょろきょろせず速やかに集合場所まで移動して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 予選・一般のウォームアップは、県営公園の方に行って図の多目的芝生広場で行って下さい。 

大会公式サイト http://www.orienteering.com/~ymoe/index.html 

 

 

 



スケジュール 駐車場開門 8:00 （9:00 までは駐車場待機） 

  受付開始  9:00～ 

  選手権クラス予選スタート 10:00～10:40 ＜ステージスタート＞ 

  選手権クラス予選フィニッシュ閉鎖 11:20（要項より前倒し） 

  一般・オープン（2 日前までの事前連絡のみ・当日申込無し）スタート 11:10（要項より前倒し） 

        選手権クラス A 決勝出場者隔離 11:45 

  一般・オープンクラス表彰 12:30～ 

  一般・オープンクラスフィニッシュ閉鎖 12:50＜ 終スタート者の競技時間 50 分＞ 

  選手権クラス A 決勝スタート 13:00～13:30 ＜ステージスタート＞ 

  エキシジションスプリントリレー受付開始 13:30～ 

   選手権クラス A 決勝クラス表彰・閉会式 14:00 頃 

  選手権クラス B 決勝及びエキシビション（クラブ対抗スプリントリレー）14:20～ 

  フィニッシュ閉鎖 15:30 

         会場閉場 16:00 

 

受付（9:00～）  受付では以下の配布物を、各自セルフサービスでお受け取り下さい。封筒にまとめて入れてあるの

ではなく、それぞれ各自でピックアップしていく方式です。 

“ＳＩカード（予選・一般用）”、 “ナンバーカード（ゼッケン）” 

コンパス貸し出しは致しません。若干数、販売は致します。（¥7,500、サムコンパスです） 

ナンバーカードは胸の前面に着用します。安全ピンは各自でご用意下さい。４本１組で販売も致し

ます。（50 円） 

  当日受付はありません。オープンクラス（参加費当日支払）出場希望の方は２日前までに要項の

記載に従って主管者に連絡する必要があります。 

  万一ＳＩカードの不備がありましたら、受付に交換を申し出て下さい。 

     

競技案内（予選・一般） 

＜スタート＞ナンバーカードを胸に装着、ＳＩカードのクリア＆チェックを行った上で、図の青枠ａの手前に各自の

スタート時刻に間に合うようにお集まり下さい。３分前から枠に入り、１分ごとに前の枠に進みます。１

分前枠に名前を記載した地図が裏向きにおいてありますので、各自でご確認下さい。チャイマーの音

と共にスタートします。スタートフラッグまでは赤白テープ誘導。指定されたスタート時刻からの計時に

なり、パンチスタートではありません。（スタートステーションは設置しません。）遅刻者は正規のスタ

ート時刻からの計時になります。遅刻者にも（正規のスタート者優先前提で）対応しますが、基本 終

のスタート者から５分経過後スタート地区は閉鎖します。 

＜競技＞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・コース情

報、競技中の注意については別掲します。予選・一般の競技ではＳＩＡＣ（タッチフリー）ではありませ

んので、しっかりとＳＩカードをステーションの穴に入れて確認音が発したら通過証明になります。もし

確認音がしない場合は、地図内のリザーブ欄にピンパンチでチェックをします。レース中の給水所・

救護所はありません。本部には救護セットは用意しています。 

        予選競技ではコントロール位置説明表をお渡ししません。地図に記載の位置説明表に従って競技

を行って下さい。一般では２分前枠で位置説明表を各自でピックアップします。(15cm×6cm 以内) 

＜フィニッシュ＞ 終コントロールからフィニッシュまでは赤白テープ誘導です。競技時間は選手権予選４０分、

一般クラス５０分とします。フィニッシュの場所はステージのドーム内です。 

フィニッシュではＳＩカードの読み取りを行います。また地図を１１：４５までは回収します。Ａ決勝出場

選手隔離後セルフサービスで返却します。 



＜SI カードの返却について＞ 

今回の競技会は全員、こちらで用意したＳＩカードで競技を行い、各自所有のマイカードは使用でき

ない方式です。なので全員返却していただく必要がありますが、後続のメニューを色々用意していま

すので、その日のレースをもう終了する場合に各自でフィニッシュ時に“私はこれで終了です”と申告

して返却していただく方式とします。一旦回収したものを、探して再支給することはしませんので、後

発のメニューに参加するかどうか迷っている方は予選・一般のフィニッシュ時には回収されないように

して下さい。またＳＩＡＣを使用するＡ決勝以外のレースでは、この予選・一般の競技で使用したＳＩカー

ドをそのまま本人が使用しないと、記録が出ない方式にしています。運営側から見たとき、統一して

回収する機会というものがありませんが、各自がこの日のレースを終えるとき、また迷ってＳＩカードを

持っていった方も、お帰りの時までには必ず本部に返却するようにお願いします。 後に点検します

ので持ち帰りはすぐに判明します。万一誤って持ち帰られた場合、レース中に紛失された場合は要

項記載の通り７０００円を申し受けます。 

 

Ａ決勝進出者に関するルール等 

男子は２レーン２ヒート制、女子は１レーン２ヒート制で予選を行います。ＪＯＡ競技規則により、男

子３０名（各ヒート上位１５名）、女子２０名（同１０名）が決勝に進出します。決勝のスタート時刻は男

子の場合、ヒート１の１５位→ヒート２の１５位→ヒート１の１４位（以下同様、女子も）の順に付与しま

す。同着があった場合はスタート時刻が早いものを先着として便宜的に対応します。３０人目が同着

だった場合はそちらのヒートの方から先に出すように組み替えます。また競技規則の前文「スポーツ

としての公正さの保持を第一義としなければならない」に基づき，ＥＡ承認の下、「各ヒート完走 下

位の者は予選落ちとする」、というルールも採用します。また外国人選手も出場しますが、外国人選

手は決勝通過人数の規定には入れ込まず、該当するタイムだった場合相当するスタート時刻で決勝

にも加えて出走できるものとします。 

 

選手権Ａ決勝進出者紹介と隔離（１１：４５）  

  選手権Ａ決勝進出者をステージ上で一人ずつ紹介致します。Ａ決勝に進出する選手は隔離される

用意をして準備下さい。簡単なインタビューにお答えいただきます。選手紹介後、そのまま集団で堤

防挟んで隣の県営公園（県営木曽川祖父江祖父江緑地）に移動していただきます。その際に、決勝

用のナンバーカード（安全ピンは各自用意）、SIAC カード、隔離中のウォームアップマップ（同一縮尺、

同一基準で調査作図された地図）をお渡しします。また A 決勝出場選手はサポート者をつけることが

できます。（なるべくサポート者をつけるようにお願いします。）特に人数は定めません。しかしサポー

ト者として一旦隔離エリアに入った者は、当該選手のスタート後まで会場側に戻ることはできません。

また一旦会場に戻ったサポート者が再度隔離エリアに入ることはできません。選手の脱いだ衣服等

はなるべくサポート者が会場側に戻して下さい。サポート者のいない人は役員が衣類を会場まで運

びますのでお預け下さい。隔離側にある施設は、役員で用意するものとしてブルーシート、他に雨露

をしのげるあずまや、トイレ、水道、自動販売機などがあります。隔離側の公園は遊具が多く、子供

連れの来場者が極めて多い公園です。フラッグはついておりません。全力疾走はこちらではおやめ

下さい。 

 

一般クラス表彰 （12:30～12:45）各クラス上位３名表彰します。賞状とメダルを授与します。  

 

Ａ決勝と観戦   スタート３分前、２分前の枠は国営・県営両公園を渡る堤防の手前に設置します。１分前になったら、

道路を横断し、ステージドーム前のスタート枠に移動します。SIAC としての動作確認用のステーショ

ンは、３分前枠の前に、クリア・チェックステーションと一緒においておきます。コントロール位置説明

表は２分前枠で各自ピックアップして頂く方式で配布します。 



 観戦者およびＢ決勝者用に予選・一般に出場された方にはもれなく決勝地図をお渡しします（Ａ決

勝とは若干デザインが違いますが、同じ地図・コースです）。競技の障害とならない限り、テレイン内

のどこでも観戦できます。またこの地図が後走用の地図となります。 

 今回、無線コントロールはありませんが、会場の周りを何回も走る応援のしがいのあるコース構成

となっています。 

 フィニッシュ後は、その時点での６位までの待機席をステージ下に用意していますので順位の変動

とともに自分の位置にお座り直し下さい。また座っている間で適宜インタビューにお答え下さい。 

 競技時間は４０分とします。順位確定後そのまま表彰式に入ります。このレースでの勝者を 2018 年

年度のオリエンテーリングスプリント種目の全日本選手権者とします。 

 

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(様式任意)。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、その内容に不服のある

場合は提訴を行うことができ、裁定は裁定委員会に委ねられます。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。進行の具合や事情によってはＡ決勝スケジュールがずれるこ

と、あるいは救済できない場合もあり得ます。 

 

閉会式  選手権クラスの表彰式終了後、ただちに閉会式を先に行います（６位まで）。ＪＯＡ会長挨拶等。 

 

Ｂ決勝（閉会式終了後開催）14:20～(予定) 

選手権Ａ決勝進出者の隔離が終わった時点で、予選敗退者および一般クラスのフィニッシュ完了

者から順次Ａ決勝の地図を配布致します（参加費に込み、一般は MWＥのどちらか）。Ａ決勝の観戦

のお供にしていただくと共に、閉会式後に（予定：14:20～15:30 の間）順次フリースタートで同じコー

スを走ることが出来、計時も致します。計時対象となるのは全日本スプリント予選･一般クラスに出走

した方のみです。予選・一般のレースで使用したのと同じＳＩカードで出走して下さい。（欠場者・観戦

者のこのレースのみへの参加は出来ません。）観戦のみの方は地図を購入下さい。購入した地図で

はレースに出場できません。このレースはＳＩＡＣ対応ではありません。またこのレースのみパンチス

タートとなり、スタートステーションをチェックした時刻がスタート時刻となります。 

極めて短時間で沢山のデータを処理するレースになるので、以下の“致しません”を前提に運営い

たします。あらかじめご了解下さい。(スタートパンチ忘れは記録無しになります) 

＜Ｂ決勝“致しません”運営基準＞ 

・ 出場データは、予選一般から得た出走データのみを使用し、いかなる例外にも対応しません。 

・ いかなる質問にもお答えできません。質問しないと出走できないようなレベルの方は観戦に回

って下さい。 

・ タイムの問合せ他、フィニッシュではカードの読み取り以外のいかなる対応も致しません。 

・ 出走者チェック、未帰還者チェックを行いません。フィニッシュ閉鎖時刻で終了です。正しく取

得できたデータのみを web に掲示します。 

このメニューが 後になります。ＳＩカードは必ず返却下さい。 

 

エキシジションスプリントリレーについて 

  受付開始は１３：３０より順次（リレー専用のナンバーカードを着用下さい）。このレースもＢ決勝と

同様、予選・一般で使用したのと同じＳＩカードで出走することが必要です。メンバー変更はスタート 10

分前まで、任意の用紙で（但し、申込みグループ内のメンバーに限る）。メンバー変更の場合もすべ

て予選・一般で使用した本人データで出走して下さい（Ａさんの代わりにＢさんが走る場合はＢさんが

予選・一般で使ったカードを使用）。 終コントロールはそれまでのコースと共通、そこからの誘導の



 

みこれまでのレースと違いステージの反対側を一周し、フィニッシュ前でチェンジオーバーです。この

レースはＳＩＡＣ対応（タッチフリー）ではありません。再度クリア＆チェックを行ったカードでないと計測

できません。勿論、Ａ決勝出場者もスプリントリレーに出場可能です。また、スプリントリレー出場者で

Ｂ決勝コースをフリースタートで後走する方は、先にスプリントリレーの方を走って下さい。上位３チー

ム確定後、直ちに表彰式に入ります。スプリントリレーにもメダル出します。  

 

競技にあたって 

１． 競技形式 ポイントオリエンテーリング スプリント競技 選手権クラスは予選・決勝方式 

２． 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 

３． コントロール位置説明 JSCD2008 による。N クラスは日本語説明併記 

４． 地図  「祖父江砂丘」 縮尺 1:4,000 等高線間隔２ｍ JSSOM2007 準拠 

           完全ニューマップ、調査期間 2018 年 10 月～11 月 調査・作図 山川克則 

  ５．通過証明  SPORTident 社電子パンチングシステム（SI）使用、 

選手権 A 決勝のみ SPORTident ActiveCard（SIAC／タッチフリー）を使用 

マイカードの使用はできません。Ａ決勝出場者には隔離時に SIAC をお渡しします。 

  ６．テレイン状況 13 箇所ある国営木曽三川公園のひとつで木曽川左岸に展開する砂丘テレイン。園内の森の中

は自然保護の観点から立入が制限されていて、砂丘および舗装地・芝生地がレースを構成する要

素となる。建物はトイレと管理用の建物のみで少ない。スプリントテレインとしては非常に簡単な部

類になるかと思う。 

７．コース設定にあたって【一秒を刻むギリギリの闘い】 

別掲する事情により次善案としての開催となり、

必ずしも高度なスプリント競技が提供できるテレ

インであるとは言い難い。そこは砂丘地内に人為

的にテープやコーンで複数箇所塞ぐとか、臨時の

人工特徴物を視界内に複数設置するなどして、

できる限りスプリント競技で求められるルートチョ

イスと頻繁な進行方向の切り替えを課題とするよ

うなコースになるよう努めた。また砂丘地と舗装

地・芝生地のどこを走るのが速いのかの選択も

問う。地図に関しても現地との対応に一瞬の迷い

もない、すんなり入り込める円熟の表現方法を追

求した。SIAC 使用であるからこその、そのままス

ピードを落とさず進むか、距離の少し短い戻りル

ートを選ぶか等の課題も混ぜ込んだ。また選手

権クラス予選に関してはスピード重視の平易なコ

ース設定とした。砂丘地走行の減速具合は朝、

中央駐車場から野外ステージに直進で移動する

際に確認できる。 

  ８．スプリント特有の立入禁止記号について 

 記号 707 地図に表記した上で、規定の青黄テ

ープによって立入を制限しています。 

 記号 709 に関しては本テレインの自然保護エリ

アの山林、及び遊具の多いエリアをこの記号を使

用して立入禁止としています。 

  記号 714 （50％パープルの塗り） 舗装地に関

しては、記号 529 を使用しているが、通常車の通

行があるエリアは 40%の茶色、車の通行がないエ



  

リアは 20%茶色スクリーンで表示している。 

 そのうち、車の通行のある部分に対し、レース

中の立入禁止を示す記号としてこの記号を使用

する。我々が使用する駐車場含めてエリア内の

すべての駐車場及び道路の一部で記号 714 を使

用する。（右図、等高線等省略）車の通行がある

部分をレース中通行する場合は、安全を各自確

認の上、通行ではなく、なるべく横断するように努

めること。道路上の走行は危険です。尚、公園管

理当局からは次のようなご注意をいただいている

ので留意のこと。 

 “車道横断については、選手の自己責任との判

断かと思います。しかしながら、骨折以上の重傷

扱いとなる事故が発生すると国土交通省より、事

故調査委員会の開催などに発展してしまう恐れも

あり、公園管理者や主催者への道義的な責任が

問われることもあり得ます。もともと公園内は徐行

運転を指導していますが、常連の方や高齢の方

が前方不確認で 20ｋｍ以上のスピードで通過す

ることがあり、ヒヤリハット例も報告が上がってき

ています。” 

９．人工特徴物の表記について 

 今回黒×で表記している特徴物について説明し

ます。看板等はウンチクや園内案内図について

採用しています。写真のような進行案内の看板

は不採用です。管理用の棒や電源板等は小さな

ものまで採用です。街灯・ベンチは不採用です。

ベンチはＢＢＱの行楽客が多数使用しており特徴

物としてそもそも使用できません。また遊具は小

さいものは×、大きいものは 519.1（黒 50％の枠

なし）を採用し（地図中左下）、このエリアを記号

709 で立入禁止としています。臨時に設置する特

徴物についてはパイロン（三角コーン）単独設置

は×で、パイロンと紐で制御する迷路状の障害

物は高くはないですが“高い壁”で表記します。ま

た予選と決勝では迷路の形状を変えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

不採用 

不採用 

どちらも単独でも採用、これは２つで１つの× このような柵は表記無し 



 

１０．コース距離・登り 

 規定に従い、通行できない障害物を避けた上で

の直線距離です。 

  length-km up-m 

MEQ1 2.9 14 

MEQ2 2.9 14 

WEQ1 2.5 12 

WEQ2 2.5 12 

MEF 3.4 26 

WEF 2.9 20 

M21A 3.0 14 

M35A,M20A,W21A,OA 2.6 12 

M18A,M50A 2.4 10 

M15A,M65A,W20A,W35A 2.2 10 

M80A,W50A,W65A 2.0 10 

W15A,MBL,WBL,OB 1.9 8 

M12,MBS,WBS 1.5 表示せず 

Relay-men 2.0 12 

Relay-women 1.8 10 

 

過去の気象情報 

           過去 5 年間の木曽川左岸南隣の愛西市の 11 月 24 日の気温・降水量のデータは右上の通りです。 

当日の天気予報（２０日現在）14/5℃ 曇り 

 

服装・装備について  

ピンつきシューズは、テレイン内に板で舗装されたエリアを通過するので全面的に使用禁止です。

GPS機器についてはリアルタイムで現在位置を画面に表示するものは禁止、ログをとってあとで反省

の糧にする類のものは特に制限を設けません。服装に関しては、特に制限はありませんが公序良俗

に反しないように。また別掲のように当日はかなり寒くなることが予想されていますので十分な対策を

各自講じて下さい。 

 

アンチ・ドーピング規定について 

・本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会である。 

・本競技会参加者は、日本アンチ・ドーピング規程に従わなければならない。 

・ドーピング検査の対象となった本競技会参加者は競技役員の指示に従って検査を受けなければな

らない。なお、身分証明のため、本競技会参加者は学生証・運転免許証等、写真により本人確認が

できるものを持参すること。 

・本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問わず）

を拒否又は回避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピ

ング検査手続を完了することができなかった場合等は、アンチ・ドーピング規則違反となる可能性が

ある。アンチ・ドーピング規則違反と判断された場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁

等を受けることになるので留意すること。 

・競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競技/運動終了

 

不採用 



後 2 時間の安静が必要となるので留意すること。 

・日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、JADA のウェブサイト

（http://www.playtruejapan.org）にて確認すること。 

 

傷害保険について・・・この他ＪＯＡで締結している保険も適用可能性がありますので大会主管責任者・山川までお問

合せ下さい。 

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特約条項 付帯）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  

2018 年 11 月 24 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

リング競技中の偶然な事故による大会参加者のケガ（ただし、約款等で規定された適用外の事故を

除く保険金額）。 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）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 3%～100%））。 入院（日額）：1,500 円（180 日以内の入院・180 日限度）、 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式会社代理店 セイワインシュランス 

 さいたま市大宮区宮町 4-16 セイワアネックス２階  

担当：青島優（2002 年度 津田塾大学入学） TEL：048-649-5761、FAX：048-641-0596  

メール：seiwa0019@coral.ocn.ne.jp  

 

賞状へのお名前の記載について 

今回お渡しする賞状にはクラスと順位のみでお名前は記載されておりません。各自で記入いただ

いてもよいですし、岐阜県協会内に達筆な書家の方がおられますのでご希望の方には表彰後本部

にきてその旨お伝えいただければ書家の方に書いていただくことができます。 

 

留意事項  

＊ 傷害保険には大会主管者は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 SI カードを破損・紛失した場合、返却せずに持ち帰った場合は\7,000 円を申し受けま

す。 

＊ コンパスの貸し出しはありません。販売はあります（¥7,500、サムコンパスです） 

＊ 荒天で中止の際は YMOE の web に掲載します。また電話での問い合わせに応じます。 

＊ 会場内及び会場付近に食べ物を入手できる商店はほぼありません。飲料の自販機はあります。 

 

問合先 ：山川克則  電話：090-8041-4673 メール（申込アドレスと違います）：rmo-s.yamakawa●nifty.com ●=@ 



大会役員 

 

大会実行委員長･コース設定者 山川克則（YMOE） 

イベントアドバイザー  高村 卓（ＪＯＡ） 

競技責任者  広江淳良（ＪＯＡ） 

運営責任者  平島俊次（ＪＯＡ） 

 
役員 

山川順子、坂野翔哉、宮西優太郎、仁多見剛、友田賢吾、木俣順 

＜ＪＯＡ＞山西哲郎、 ＜木曽三川公園管理センター＞伊藤忠、 

＜岐阜県オリエンテーリング協会＞橋本八州馬、牧ヶ野敏明、川島英司、中田茂夫、中田啓子、 

清水秋男、山田茂夫、徳村稔 

        協力 

東海中学校高校ワンダーフォーゲル部、ＯＣ⊿下野 

 

※ 終ページに、BBQ 行楽客等との譲り合いについて、という文章を書き足しました。(山川) 

 

エキシビション ミックス リレー  エントリーリスト 

チーム No. クラブ名   一走氏名 
性

別 
歳   二走氏名 

性

別 
歳   三走氏名 

性

別 
歳 

1 京都 OLC 1-1 田中 宏明 男 26 1-2 松下 綾 女 26 1-3 松下 睦生 男 26 

2 名椙 OLC 2-1 前野 達也 男 22 2-2 伊部 琴美 女 20 2-3 竹内 公一 男 22 

3 KOLA 3-1 実藤 俊太 男 25 3-2 直井 萌香 女 24 3-3 永瀬 真一 男 50 

4 ときわ走林会 4-1 稲田 優幸 男 24 4-2 佐久間 若菜 女 20 4-3 八神 遙介 男 35 

5 トータス 5-1 尾崎 弘和 男 27 5-2 増澤 すず 女 21 5-3 結城 克哉 男 28 

6 筑波大学 6-1 伊藤 祐 男 20 6-2 小竹 佳穂 女 21 6-3 谷野 文史 男 20 

7 東京農工大学 7-1 長井 健太 男 22 7-2 八木 千尋 女 22 7-3 川名 竣介 男 23 

8 京大京女 OLC 8-1 伴 広輝 男 23 8-2 佐野 萌子 女 22 8-3 山本 明史 男 23 

9 阪神奈 OLC 9-1 片岡 佑太 男 20 9-2 出田 涼子 女 21 9-3 遠藤 匠真 男 22 

10 東大 OLK 10-1 高橋 英人 男 20 10-2 佐藤 珠穂 女 20 10-3 種市 雅也  男 22 

11 岡崎 OL 協会 11-1 稲吉 勇人 男 25 11-2 椎名 麻美 女 24 11-3 石山 良太 男 25 

12 三河 OLC 12-1 石川 創也 男 20 12-2 神谷 玲花 女 25 12-3 岩瀬 史明 男 24 

13 松塾 13-1 松澤 俊行 男 46 13-2 加納 尚子 女 49 13-3 緒方 賢史 男 46 

14 OLC ルーパー 14-1 谷川 友太 男 31 14-2 落合 志保子 女 45 14-3 南河 駿 男 23 

15 京葉 OL クラブ 15-1 寺垣内 航 男 37 15-2 宮本 和奏 女 20 15-3 宮本 樹 男 22 

 

 

 

 

【お詫び】本要項及びプログラムの発⾏が⼤変遅れたことを深くお詫び申し上げます。本件につい
て別⽂書で 11/4 付けで⾒解を述べ経緯の説明を致していますので、よろしければご⼀読下さい。 

                                      ＜⼭川＞ 



 

第 11 回全日本スプリント スタートリスト   

st 時刻 No. 氏名 所属 No. 氏名 所属 

選手権予選     

 レーン１ レーン２ 

10:00 101 谷野 文史 筑波大学 142 池田 匠 早大 OC 

10:01 102 根本 夏林 東大 OLK 143 棚橋 一樹 名椙 OLC 

10:02 103 角田 貴大 横浜市立大学 144 堀尾 健太郎 OLC ルーパー 

10:03 104 岡本 洸彰 東大 OLK 145 山本 哲也 金大 OLC 

10:04 105 岩田 慈樹 京大京女 OLC 146 小泉 成行 O-Support 

10:05 106 中野 喬博 杏友会 147 松澤 俊行 松塾 

10:06 107 小牧 弘季 筑波大学 148 石崎 建 金大 OLC 

10:07 108 稲田 優幸 ときわ走林会 149 竹内 公一 名椙 OLC 

10:08 109 片岡 佑太 阪神奈 OLC 150 牧戸 悠生 伊勢志摩 OLC 

10:09 110 川田 将太 札幌市 151 南河 駿 OLC ルーパー 

10:10 111 築地 孝和 朱雀 OK 152 神谷 孫斗 金大 OLC 

10:11 112 川名 竣介 東京農工大学 153 西嶋 就平 名椙 OLC 

10:12 113 菅谷 裕志 OLC ルーパー 154 稲森 剛 KOLC 

10:13 114 福田 雅秀 川越 OLC 155 前田 典歩 筑波大学 

10:14 115 山本 明史 京大京女 OLC 156 外石 裕太郎 NUOC 

10:15 116 田中 創 阪神奈 OLC 157 小泉 知貴 入間市 OLC 

10:16 117 森清 星也 東海高校 158 高橋 友徳 岩手医科大学 

10:17 118 寺垣内 航 京葉 OL クラブ 159 八神 遙介 ときわ走林会 

10:18 119 前中 脩人 練馬 OLC 160 平山 遼太 京葉 OL クラブ 

10:19 120 奥尾 優理 茨大 OLD 161 大江 恒男 OLP 兵庫 

10:20 121 林 俊充 岩手県立大学 162 粂 潤哉 入間市 OLC 

10:21 122 渡辺 研也 福島 OLC 163 堀田 遼 杏友会 

10:22 123 東條 秀祐 京大京女 OLC 164 安部 智晴 名椙 OLC 

10:23 124 伊藤 樹 KOLC 165 石田 尚大 岩手大学 OLC 

10:24 125 上島 浩平 KOLC 166 大田 将司 一橋大学 

10:25 126 結城 克哉 トータス 167 松本 陸 岩手大学 OLC 

10:26 127 高橋 英人 東大 OLK 168 坂口 祐生 青波走行会 

10:27 128 岩瀬 史明 三河 OLC 169 前野 達也 名椙 OLC 

10:28 129 近藤 康満 八ヶ岳レジャーセンター 170 尾崎 高志 品川区 

10:29 130 長井 健太 東京農工大学 171 尾崎 弘和 トータス 

10:30 131 Nick Barrable SYO 172 石山 良太 岡崎 OL 協会 

10:31 132 藤生 考志 東京 OL クラブ 173 上村 太城 慶應義塾大学 

10:32 133 伴 広輝 京大京女 OLC 174 遠藤 匠真 阪神奈 OLC 



10:33 134 松尾 怜治 宇都宮市 175 種市 雅也  東大 OLK 

10:34 135 宮本 樹 京葉 OL クラブ 176 石田 悠人 阪神奈 OLC 

10:35 136 松下 睦生 京都 OLC 177 松崎 崇志 京葉 OL クラブ 

10:36 137 松井 健哉 OLC ルーパー 178 髙橋 郁磨 岩手大学 OLC 

10:37 138 前田 裕太 三河 OLC 179 長縄 知晃 静岡 OLC 

10:38 139 森河 俊成 京大京女 OLC 180 榎 智弘 入間市 OLC 

10:39 140 川島 聖也 阪神奈 OLC 181 渡邊 寛希 金大 OLC 

10:40 141 橘 孝祐 ES 関東クラブ 182 谷川 友太 OLC ルーパー 

 

 レーン３ 

10:15 201 伊部 琴美 名椙 OLC 

10:16 202 小野澤 清楓 入間市 OLC 

10:17 203 坂東 愉楽 京大京女 OLC 

10:18 204 山森 汐莉 金大 OLC 

10:19 205 八木 千尋 東京農工大学 

10:20 206 上原 珠美 京大京女 OLC 

10:21 207 宮本 和奏 京葉 OL クラブ 

10:22 208 佐野 萌子 京大京女 OLC 

10:23 209 谷川 理恵 OLC ルーパー 

10:24 210 出田 涼子 阪神奈 OLC 

10:25 211 小橋 唯華 京大京女 OLC 

10:26 212 小竹 佳穂 筑波大学 

10:27 213 小笠原 萌 阪神奈 OLC 

10:28 214 落合 志保子 OLC ルーパー 

10:29 215 Sarah-Jane Barrable SLOW 

10:30 216 加納 尚子 松塾 

10:31 217 伊東 瑠実子 広島 OLC 

10:32 218 増澤 すず トータス 

10:33 219 落合 英那 OLC ルーパー 

10:34 220 石坪 夕奈 東京農工大学 

10:35 221 勝山 佳恵 茨大 OLD 

10:36 222 皆川 美紀子 みちの会 

10:37 223 佐久間 文香 NUOC 

 



 

一般クラス    

  レーン 1(M21A） レーン 2(M35A） 

11:10             342 小林 岳人 ES 関東クラブ 

11:11             343 平沢 正紀 つるまい OLC 

11:12             344 小林 重信 ときわ走林会 

11:13             345 棚橋 是之 つるまい OLC 

11:14             346 篠原 英剛 OLP 兵庫 

11:15             347 赤井 秀和 静岡 OLC 

11:16             348 永松 敦 札幌農学校 

11:17             349 土井 洋平 群馬県太田市 

11:18             350 小林 亜紀夫 つるまい OLC 

11:19             351 上田 浩嗣 四日市市 

11:20 301 伊村 公志 名椙 OLC 352 大林 俊彦 大阪 OLC 

11:21 302 衣笠 舜登 京大京女 OLC 353 緒方 賢史 松塾 

11:22 303 稲吉 勇人 岡崎 OL 協会 354 大野 聡生 東海中学校 

11:23 304 常見 圭汰 NUOC 355 須藤 かおる 入間市 OLC 

11:24 305 太田 知也 京大京女 OLC レーン 2(M20A） 

11:25 306 速水 駿 名椙 OLC 356 池田 旭 名椙 OLC 

11:26 307 名雪 青葉 筑波大学 357 伊藤 良介 京大京女 OLC 

11:27 308 小松 宗一郎 NUOC 358 脇田 晃秀 名椙 OLC 

11:28 309 山本 智士 名椙 OLC 359 萱尾 澄人 阪神奈 OLC 

11:29 310 板橋 侑樹 東京農工大学 360 粟生 啓介 名椙 OLC 

11:30 311 和佐田 祥太朗 京大 OLC 361 岩味 桜祐 東海高校 

11:31 312 森 恒大 筑波大学 362 松永 隼 名椙 OLC 

11:32 313 二瓶 勢真 金大 OLC 363 渡邉 勇熙 京大京女 OLC 

11:33 314 押切 嶺於 東京農工大学 364 杉浦 航 名椙 OLC 

11:34 315 伊藤 祐 筑波大学 365 中村 匡希 京大京女 OLC 

11:35 316 Koh 耀濱 YAOC 366 藤井 一樹 名椙 OLC 

11:36 317 田中 翔大 練馬 OLC 367 岩渕 悠太 NUOC 

11:37 318 相馬 健太 名椙 OLC 368 藤井 悠輝 名椙 OLC 

11:38 319 渡邊 駿太 NUOC 369 小丸 幸佑 京大京女 OLC 

11:39 320 飯田 晟樹 名椙 OLC 370 中村 亮佑 名椙 OLC 

11:40 321 山下 政泰 NUOC レーン 2(W21A） 

11:41 322 小髙 敦志 岩手大学 OLC 371 神谷 玲花 三河 OLC 

11:42 323 内藤 愉孝 浜松 OLC 372 椎名 麻美 岡崎 OL 協会 

11:43 324 田中 宏明 京都 OLC 373 直井 萌香 KOLA 

11:44 325 森田 涼介 名椙 OLC 374 中村 茉菜 ES 関東クラブ 

11:45 326 小野 裕登 東京農工大学 375 半田 博子 博多 OLC 



11:46 327 長谷川 拓海 NUOC 376 松下 綾 京都 OLC 

11:47 328 南雲 裕貴 名椙 OLC 377 井村 唯 NUOC 

11:48 329 石川 創也 三河 OLC 378 太田 希美 名椙 OLC 

11:49 330 実藤 俊太 KOLA 379 河野 珠里亜 NUOC 

11:50 331 滝沢 壮太 NUOC 380 河村 優花 名椙 OLC 

11:51 332 大石 征裕 東京農工大学 381 神戸 麻衣 NUOC 

11:52 333 玉木 圭介 大阪 OLC 382 佐久間 若菜 ときわ走林会 

11:53 334 鈴木 皓紀 NUOC 383 佐藤 珠穂 東大 OLK 

11:54 335 木村 洋介 大阪 OLC       

11:55 336 出口 智士 名椙 OLC       

11:56 337 金田 蓮 NUOC       

11:57 338 田濃 邦彦 静岡 OLC       

11:58 339 池田 直人 NUOC       

11:59 340 鈴木 悟 静岡 OLC       

12:00 341 住吉 将英 名椙 OLC       

 

  レーン 3(M18A） レーン 4(M15A） 

11:10 384 米田 凌梧 東海中学校 434 山田 和輝 東海中学校 

11:11 385 岩崎 壮馬 東海中学校 435 髙橋 侑大 東海中学校 

11:12 386 早川 颯亮 東海高校 436 近藤 颯音 東海中学校 

11:13 387 熊澤 拓飛 東海高校 437 吉原 巧真 東海中学校 

11:14 388 魚住 晋太朗 東海中学校 438 寺本 裕哉 東海中学校 

11:15 389 星野 蒼太 東海高校 439 早瀬 竜太郎 東海中学校 

11:16 390 早川 正真 東海中学校 440 黒田 啓太 東海中学校 

11:17 391 渡邊 裕太 東海高校 441 伊藤 環 東海中学校 

11:18 392 生田 真大 東海中学校 442 高田 朋輝 東海中学校 

11:19 393 小山 竜正 東海高校 443 蟹江 凱 東海中学校 

11:20 394 中村 太亮 東海高校 444 礒川 輝 東海中学校 

11:21 395 桒原 大雅 東海中学校 445 德光 拓哉 東海中学校 

11:22 396 片岡 勇仁 東海高校 446 小塚 允寛 東海中学校 

11:23 397 深石 大 東海高校 447 林 祥太郎 東海中学校 

11:24 398 藤原 考太郎 東海中学校 レーン 4(M65A） 

11:25 399 鈴木 沖一 東海中学校 448 新家 秀男 中京 OC 

11:26 400 森 創之介 東海中学校 449 上田 俊雄 東京 OL クラブ 

11:27 401 稲垣 匠二 東海中学校 450 海老沢 正 入間市 OLC 

11:28 402 石川 嵩琉  東海中学校 451 大塚 校市 千葉 OLK 

11:29 403 中村 晃 東海中学校 452 荻田 育徳 OC⊿下野 

  レーン 3(M50A）       

11:30 404 楠見 耕介 大阪 OLC 453 小幡 昭次 三河 OLC 

11:31 405 愛場 庸雅 OLC レオ 454 小橋 至 浜松 OLC 



11:32 406 齋藤 英之 川越 OLC 455 佐藤 政明 大府市 

11:33 407 井上 仁 OLC レオ 456 鹿野 勘次 岐阜 OLC 

11:34 408 廣田 雅幸 福島 OLC 457 関野 賢二 YTC78 

11:35 409 稲田 旬哉 OLC ふるはうす 458 永田 実 OLP 兵庫 

11:36 410 牧戸 和之 伊勢志摩 OLC 459 中山 勝 春日部 OLC 

11:37 411 谷垣 宣孝 OLP 兵庫 460 山口 征矢 川口 OLC 

11:38 412 茅野 耕治 ワンダラーズ 461 山本 博司 ES 関東クラブ 

11:39 413 小泉 辰喜 東京 OL クラブ レーン 4(W20A） 

11:40 414 藤井 範久 つくば ROC 462 余語 文香 名椙 OLC 

11:41 415 池田 俊彦 つるまい OLC 463 安藤 さやか 阪神奈 OLC 

11:42 416 落合 公也 OLC ルーパー 464 河合 璃子 名椙 OLC 

11:43 417 奥山 景得 川口 OLC 465 小林 璃衣紗 青山学院大学 

11:44 418 板谷 日出男 OLP 兵庫 466 土田 千聖 名椙 OLC 

11:45 419 土屋 晴彦 愛知 OLC 467 吉井 育美 阪神奈 OLC 

11:46 420 小野田 敦 京都 OLC 468 五十嵐 羽奏 名椙 OLC 

11:47 421 松橋 徳敏 つるまい OLC 469 山崎 璃果 名椙 OLC 

11:48 422 角岡 明 三河 OLC 470 須本 みずほ 名椙 OLC 

11:49 423 永瀬 真一 KOLA 471 明田 彩里 名椙 OLC 

11:50 424 荒井 正敏 多摩 OL 472 滝澤 伊織 NUOC 

11:51 425 池田 博 方向音痴会 473 恒川 萌未 名椙 OLC 

11:52 426 三科 伸之 春日部 OLC 474 藤岡 奈々 京大京女 OLC 

11:53 427 杉本 光正 ES 関東クラブ 475 植村 日向 名椙 OLC 

11:54 428 井口 良範 高崎 OLC レーン 4(W35A） 

11:55 429 宮崎 敦司   476 小林 正子 ES 関東クラブ 

11:56 430 飛松 淳一 OLC レオ 477 緒方 美智 奈良市 

11:57 431 滝 正晴 静岡 OLC 478 鳥羽 都子 岐阜県協会 

11:58 432 鈴木 規弘 多摩 OL 479 宮本 知江子 京葉 OL クラブ 

11:59 433 阿部 昌隆 東京 OL クラブ       

 

  レーン 5(M80A） 

11:20 480 永元 秀和 京葉 OL クラブ 

11:22 481 高橋 厚 多摩 OL 

11:24 482 石田 亘宏 愛知 OLC 

        

  レーン 5(W50A） 

11:26 483 服部 早苗 入間市 OLC 

11:28 484 杉本 真木 ES 関東クラブ 

11:30 485 齋藤 まどか 川越 OLC 

11:32 486 大塚 ふみ子 千葉 OLK 

        



  レーン 5(W65A） 

11:34 487 石田 美代子 愛知 OLC 

11:36 488 山本 陽子 ES 関東クラブ 

11:38 489 高村 陽子 上尾 OL クラブ 

 レーン 5(W15A）  

11:40 490 杉本 若奈  ES 関東クラブ 

  レーン 5(MBL） 

11:42 491 小林 慎哉 静岡県浜松市 

11:44 492 渡仲 祥太 三河 OLC 

11:46 493 加藤 以千弘 岡崎 OL 協会 

11:48 494 土屋 武 愛知 OLC 

        

  レーン 5(WBL） 

11:50 495 池田 玲子   

        

  レーン 5(WBSL） 

11:52 496 篠原 みこと OLP 兵庫 

11:54 497 船戸 美佐   

        

  レーン 5(M12） 

11:56 498 上田 脩司 四日市市 

        

  レーン 5(Ｗ12） 

11:58 499 落合 美那 OLC ルーパー 

        

  オープン(OA） 

  501 鹿島 健人 NUOC 

 

 

 

他の行楽客（BBQ、ウィンドサーフィン等）との共存使用について 

 本大会は国土交通省に「行為許可」を得て開催しますが、「占有許可」は得ていません。また、BBQ などの行楽客に

対し、特に予約の必要なく“無料”でテントを日中張ることができる公園であるとの規定があり、オリエンテーリングの

日であっても排除はできず、彼らにも法的に正当な使用権利があります。そんな環境の中でいかに、全日本スプリン

トの環境が提供出来得るか、土日毎に当該地の使用状況を観察しながら、そしてコース案を管理当局に何度か点検

して戴きながら準備を進めてきました。コントロール位置には相当腐心しましたが、それでもルート上に BBQ の団体

が陣取っている場合も十分に考えられます。その際は、どちらもこの公園を使用することが出来る団体であるとの認

識の下、後で問題とならないような譲り合いの精神での行動を心がけて下さい。プランナーとして十分に譲り合いの

精神で成立するよう配慮されたコースにしたつもりです。（つまり観察の結果これなら迷惑にならないような走り方で

BBQ エリアも抜けられると）大会当日はここ数週間の土日よりは寒いとの予報も出ており、まさに杞憂で終わってくれ

れば、との思いですが、どうか後々の利用者同士のトラブルにならないよう切にお願いするものです。 

大会実行委員長 山川克則 


