上尾オリエンテーリング大会 in くまがや
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大会会場周辺図

大会ホームページ
http://ageo-olc.jimdo.com/

国道１７号バイパス「肥塚」交差点から公園へ

2012年 ５月２０日（日）

大会日程

Ｐ１ or Ｐ２(公園の西側地区にあります)

10:00 会場開場
10:00 ～ 11:30 当日参加受付 (OA/OB/ON)
11:00-12:30

スタート

13:30-

欠席者地図配布

13:30 ～ 14:00 表彰式
14:00 フィニッシュ閉鎖
14:00-15:30

クリニック(予定/スプリントについて)

16:00 会場閉場

問い合わせ先
前々日（5月18日）までの問い合わせ先
上尾オリエンテーリングクラブ事務局
メール： BYD05743●nifty.ne.jp(=@)
TEL： 048-776-8439
前日・当日（20日）の問い合わせ先
上尾オリエンテーリングクラブ(髙村)
携帯： 080-2347-9822

大会の中止について
本大会は雨天決行ですが、当日の天候により参加者の安全
が確保できないと主催者が判断した場合や、その他やむを得
ない事情が発生した場合は、コースの変更（短縮）、または中
止とさせていただきます。
判断については、当日9:00の時点で行い、その告知について
は以下の方法で行います。

駐車場利用について

なお、中止となった場合でも、大会参加費等の返金は一切行

公園西地区の［Ｐ１．Ｐ２］に駐車してください。上記以

いませんのでご了承ください。

外の駐車場に駐めた方は、公園内を通らず外周道路に迂回

★ オリエンティアMLによる、メール配信

してください。

★ 上尾オリエンテーリングクラブHPへの掲載

駐車料金は無料ですが、公園に来られる方の共用の駐車場

★ 熊谷スポーツ文化公園の入口に掲示

です。

バス利用の場合[熊谷駅乗り場]
http://www.juo.co.jp/

熊谷駅３番乗り場

葛和田行き or 熊谷ドーム行き
熊谷ｽﾎﾟｰﾂ文化公園行き
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赤城神社前下車

終点下車

会場レイアウト

公園西側地区「西東屋内」

誘導テープ一覧
会場からスタート地区まで······················································ 桃色
スタート地区からスタートフラッグまで ···························· 赤白色
最終コントロールからフィニッシュまで ··························· 赤白色
立入禁止区域・危険区域 ··················································· 青黄色
立入禁止区域
大会前日まで、オリエンテーリング活動を目的として熊谷スポ
ーツ文化公園内への立ち入りを禁止します。違反者は失格とし
ます。
服装規定
競技で着用するウェアに制限は設けませんが、ピン付きシュー
ズの使用は禁止します。
トレーニングコース
設定しません。
テレインプロフィール
熊谷スポーツ文化公園は、平成16年秋に開かれた第59回国体
「彩の国まごころ国体」のメイン会場となりました。この公園は
常設３面のラグビー専用グランド、公認陸上競技場２面、多目
的広場６面など、西地区・東地区併せて面積約８８haの広さが
あります。

競技種別
競技規則
使用地図

ポイント競技、スプリント競技

武蔵野台地に作られた、この公園は多くのスポーツが楽しめる

社団法人日本オリエンテーリング協会が定める

よう工夫されています。適度なアップダウンが作られ、ランニン

「日本オリエンテーリング競技規則」に基づく

グやウォーキングを楽しむ方も多く見られます。

「熊谷スポーツ文化公園」 2012年修正

注意事項

縮尺1:5,000、等高線間隔2m、走行度4段階表示

★会場内での飲食は自由です。

JSSOM2007準拠、ﾋﾞﾆｰﾙ袋入り、A4ｻｲｽﾞ

★競技エリアや会場内は火気使用禁止です。喫煙所の用意は

ﾌﾟﾘﾝﾀ印刷

ありません。

《特殊記号》

★自分で出したゴミは必ずお持ち帰りください。会場内にはゴミ
箱を設置しません。
★傷害保険を主催者で締結しますが、補償額に限度がありま
す。参加者も傷害保険に加入することをお勧めします。また、
健康保険証の持参をお勧めします。
★大会への参加は自分自身の健康状態を十分に考え、絶対
に無理はしないでください。また、参加者が自分自身あるいは
第三者へ与えた損傷、損害、損失について、主催者はその責

コントロール位置説明

任を負いかねます。

社団法人日本オリエンテーリング協会コントロール位置説明 ★代理出走は認めません。
作成規程によります。ただし、M12、W12、B、Nクラスでは、日 会場
本語も併記します。

会場時間

計時システム

公式掲示板

10:00 ～ 16:00

エミット社電子パンチング計時システム（以下、Emitシステム） 大会会場の公式掲示板では、プログラム公開以降に生じた競
を使用します。リフトアップスタート、パンチングフィニッシュ方 技情報の変更を掲示します。出走する前に必ず確認してくださ
式で行います。

い。

競技時間

更衣室

60分とします。60分を超えた競技者の記録は、競技時間オー 女子更衣室として、専用のテントを用意します。
バーとして順位をつけません。

男子更衣室は用意していません。

競技時間を超えた場合には、すみやかにフィニッシュに向か トイレ
ってください。

公園内には各所にトイレがありますが、会場周辺のトイレ

フィニッシュ閉鎖時刻

は１箇所です。スタート前は混雑が予想されます。

14:00です。すべての参加者は、競技が終了していない場合で テントなどの設営
も、必ず14:00までにフィニッシュを通過してください。

テントの設置はできません。

通過しない場合には、警察などの諸機関に連絡をして、捜索
をお願いすることがあります。
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受付（事前申込者）

立入禁止区域について

*受付時間

地図上で示されている立入禁止区域（花壇、競技場内等）に

*受付場所

10:00 ～ 11:15

会場横に、Eｶｰﾄﾞ置き場があります。各自お取 は、絶対に立ち入らないでください。これらの禁止区域に立ち

りください。

入った場合には、失格になります。

◎ Ｅカード（レンタル希望者のみ）

会場からスタート地区まで

◎ バックアップラベル

*テープ誘導 桃色テープ誘導、50m、徒歩約1分

大会本部から連絡事項のある方

*Ｅカードのアクティベート

事前申し込みに不備のある方にはＥカード置き場に、「連絡事 スタート枠に入る前に、必ずアクティベートをしてください。万が
項がある旨」の連絡票が入っています。当該連絡票を大会受 一不備がある場合には、スタート役員にお申し出ください。
付にお持ちのうえ、必要な手続きを完了してください。

*スタート地区は会場内にあります。
スタート
*スタート方法

受付（当日申込者）

【スタート3分前】

受付時間

スタート枠にお入りください。

10:00 ～ 11:30

受付場所

【スタート2分前】

大会参加申込書に必要事項を記入して、大会参加費ととも 1つ前のスタート枠に進んでください。役員がＥカード番号を確
に、大会受付に提出してください。
大会参加費

OA 1,500円

OB 500円

認します。
ON 500円

【スタート1分前】

埼玉県オリエンテーリング協会会員も、同一料金です。

1つ前の大きなスタートエリアに進み、任意のスタートユニットの

Ｅカード

前に立ってください。地図置き場にある箱から、自分のクラスを

当日申込でも、個人所有のＥカードを使用することができま 確認し、自己責任で1枚だけ地図を取り出してください。地図の
す。なお、Ｅカードのレンタルを希望する場合には、レンタル料 取り間違いにご注意ください。地図を取り間違えた場合には、
として200円をいただきます。

失格になります。

スタート時刻

【スタート10秒前】

申込手続き完了時に、大会受付でスタート時刻の指定も受け スタートユニットにＥカードをセットしてください。
てください。

【スタート】

当日申込者のスタートについて

各クラスとも、リフトアップスタートです。チャイムの合図と同時

当日申込者は、当日申込者枠（兼：遅刻者枠）からスタートし にＥカードを外し、競技を開始してください。
ます。待機している役員に「当日申込者である旨」を伝え、役 スタートフラッグまでは赤白色テープ誘導です。スタートフラッグ
員から確認を受けてください。

の位置が、地図上の△の位置です。

当日申込者の競技時間は、大会受付で指定を受けたスタート ※ スタート地区の時計は、現在時刻を示しています。
時刻からの計時となります。なお、当日申込者が指定のスタ スタート閉鎖時刻

12:30

ート時刻に遅れた場合には、遅刻者として扱われます。

スタート時刻に遅刻した時の措置

初心者説明

スタート閉鎖時刻前であれば、遅刻者は遅刻者枠（兼：当日申

随時、初心者説明を行っています。必要な方は、会場の役 込者枠）からスタートすることができます（ただし、スタート閉鎖
員、またはスタート地区の役員に声をかけて。

時刻以降のスタートは認めません）。待機している役員に「遅刻

コンパスの貸し出し

である旨」を伝え、役員の指示に従ってください。

コンパスの貸し出しを行っています。必要な方は貸出申込書 なお、スタート地区への到着が指定されていたスタート時刻の
に記入をお願いします。なお、数に限りがありますので、ご了 直前となった場合、役員の判断により、遅刻者として扱われる
承ください。

ことがあります。
遅刻者の競技時間は、正規のスタート時刻からの計時となりま

競技中

す。

Ｅカードの注意事項

けが人を発見した場合の措置

バックアップラベルを紛失した場合でも、Ｅカードが正常に作 けが人を発見した場合には、速やかに場所・状況等を役員に
動して、コントロールの通過が確認できれば、完走となりま お知らせください。けが人の救助は、競技よりも優先してくださ
す。

い。

Emitシステムが正常に作動しなかった場合でも、バックアップ Ｅカードを発見した場合の措置
ラベルでコントロールの通過が確認できれば、完走となりま 他人のＥカードが落ちていた場合は、その場に目立つようにし
す。

ておいてください。また、Ｅカードが落ちていた旨を、フィニッシュ

Ｅカードを紛失した場合には、失格になります。

後、大会役員にお知らせください。

コントロール位置説明表の配布
会場内に置いてありますので、必要な方は1枚お取りくださ
い。
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フィニッシュ

裁定委員

最終コントロールからフィニッシュまで

本大会の裁定委員は、次の方々を予定しております。

最終コントロールからフィニッシュまでは、赤白色テープ誘導

藤井範久

です。フィニッシュは、会場内にあります。

宮城島俊太

フィニッシュ方法

番場洋子

各クラスとも、パンチングフィニッシュ方式です。フィニッシュユ 未出走者の地図
ニットにパンチをした時点で、競技終了となります。フィニッシ 欠席者リストが準備できた時点(13:30頃の予定)で案内します
ュ位置で確実に停止し、ユニットにＥカードをセットしてくださ ので、同じクラブの方は大会本部までお越しください、地図をお
い。フィニッシュユニットは複数用意しますが、どのユニットで 渡しします。なお、後日の発送はいたしません。
も同じです。

公式成績表

途中で棄権する場合も、フィニッシュを通過してください。無断 大会受付にて、1部300円でお申し込みいただけます。発送は６
で帰宅しないでください。

月中頃を予定しています。なお、上尾オリエンテーリングクラブ

ビデオ撮影

のホームページにも掲載します。

Emitシステムの異常時に使用する目的で、フィニッシュをビデ 地図販売
オ撮影いたします。これ以外の目的では使用しませんので、 13:30頃より、本大会で使用したコース図及び全コントロール図
ご了承ください。

を1枚300円で販売いたします。なお、枚数には限りがあります

Ｅカードの提出

ので、ご了承ください。

Ｅカードは計算センターに提出してください。また、Ｅカードの
提出後に、協賛企業のサントリーフーズ株式会社様からご提

クラス ［参加数・距離・登距離・設定時間］

供いただいた飲料をお配りします。
Ｅカードを紛失、破損した場合には、実費負担として3,000円を

クラス

参加数

距離

M21A
M35A
M50A
M65A
M18A
M15A
M12
W21A
W35A
W50A
W18A
W15A
W12
B

20
12
14
16
6
8
4
3
4
3
5
9
2
2
108 名

4.2
3.8
3.2
2.6
3.2
2.6
2.2
3.8
3.2
2.6
3.2
2.6
2.2
2.2
Km
3.2
2.2
1.3

登距離

いただきますので、紛失、破損にはご注意ください

優勝設定時
間

地図回収
地図回収はいたしません。スタート前の選手と、競技に関する
会話は控えてください。スタート前の選手が地図を見た場合、
見せた選手と見た選手の双方を失格とします。
失格
競技時間を超えた者は競技規則により失格とします。（順位
はつきませんが、タイムは表示します）
競技終了時間
フィニッシュ閉鎖時刻は14:00です。すべての参加者は、競技
が終了していない場合でも、競技を終了してください。そして、
Ｅカードを計算センターに提出してください。
調査依頼と提訴
調査依頼は、所定の様式にて大会本部に提出してください。
成績に関する調査依頼は、速報掲示後速やかに申し出てくだ
さい。

OA
OB
ON

調査依頼の結果に異議がある場合は、裁定委員に対して提
訴を行うことができます。提訴は、調査結果の掲示から１時間
以内に、所定の様式にて大会本部に提出してください。

20
20
15
15
15
15
15
20
15
15
15
15
15
15
m

調査依頼、提訴の様式は、大会本部に用意してあります。
成績速報
12:00頃より、大会会場内で速報を掲示します。ただし、全選
手のスタートが完了していないクラスについては、速報掲示を 大会役員
見合わせることがあります。

競技責任者

髙村

表彰式

コース設定者

利光恵美・髙村

13:30頃より、準備が調い次第、実施予定です。

地図製作責任者 阿部倉仁

各クラス3位までを表彰します。（競技進行次第で変更します）

大会ｺﾝﾄﾛｰﾗ

若梅友行（東京都）

当日申込クラスは正式記録にはなりません。

運営役員

橘

大会会場内で掲示する成績速報に、確定のマークを記載した
後、表彰を実施する旨の案内を行います。案内や成績速報掲
示にご注意ください。
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卓

直隆、森

船橋昭一、立川

卓

一申、三好暢子、
洋

分

