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全日本ミドル前日大会 

（兼静岡県民大会） 

プログラム 
  

    日時：       2018年 10月 27 日(土) (雨天決行・荒天中止) 

開催地：      静岡県富士市 

  主催：       静岡大学オリエンテーリングクラブ(静大 OLC) 

  後援：       静岡県オリエンテーリング協会 

  協力：       静陵会 

  大会責任者：    桑山倫博 (静岡大学 2016年度入学) 

  運営責任者：    澤入圭司 (静岡大学 2016年度入学) 

  競技責任者：    野村進  (静岡大学 2016年度入学) 

  渉外責任者：    虎走脩平 (静岡大学 2016年度入学) 

  コースセッター：   本田明良  (静岡大学 2017 年度入学) 

  イベントアドバイザー：山下恵右  (静岡大学 2010年度入学) 
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1.   1.1 ～ごあいさつ～ 

          

 この度は全日本ミドル前日大会にご参加頂きましてありがとうございます。さて、本

大会のテレインは村山・日沢という富士テレインの中でも聞き覚えのない場所かと思い

ます。一部見通しの悪い箇所もございますが、片斜面で走りやすい典型的な富士のテ

レインとなっておりますので明日の全日本ミドル大会に向けたトレーニングには最適だ

と思っております。 

大会運営に不慣れなため、至らない点があるかもしれませんが、この富士のテレインを

存分にお楽しみ頂けましたら幸いです。 

大会責任者 桑山倫博 

 

1.2 ～アクセス～ 

村山ジャンボ 

〒418-0012 静岡県富士宮市村山 富士宮市村山 1071−2 

自家用車 

東名富士ＩＣより約 25分 

        新東名新富士ＩＣより約 25分 

公共交通機関        

新富士駅よりタクシーで約 30分 

路線バスはございません。 

※ 交通手段が限られますので、お車でのご来場を推奨いたします。 

※ 駐車場の数に限りがあります。できるだけご同乗のほどお願いします。運営側での同乗

斡旋・貸し切りバス手配は行いませんので、ご了承ください。 
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１.3 ～会場～ 

＊ 会場は村山ジャンボ駐車場です。※屋外会場となります。 
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＊ 開場は 10:00です。 

＊ 会場が狭いため、荷物は極力まとめて置くようお願いします。 

＊ トイレは指定された村山ジャンボのものをご使用ください。 

＊ ごみはお持ち帰りください。 

＊ 更衣室につきましては当日の公式掲示板をご覧ください。 

＊ 12：00 より他団体が使用するため、ウォーミングアップエリア(サッカー場)の使用を  

１１：４５までとします。11:45分以降は会場周辺の空いている場所をご使用ください。 

＊ 駐車可能台数が少ないため当日参加の方はできる限り相乗りでお越しください。 

＊ 駐車場について 

 駐車場は 3 か所あります。国道 469号から村山ジャンボ方面に入り、誘導員の指示に

従い駐車場まで進んでください。第一駐車場から順次案内します。 

国道 469号から駐車場までのルート概要は上図の通りです。 

＊駐車場から開場へは黄色テープ誘導をたどってお越しください。 

＊公式掲示板は大会本部横に設置しますので競技情報の変更や結果は公式掲示板をご

覧ください。 
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1.4 ～タイムテーブル～ 

10:00  駐車場オープン/会場オープン 

10:30～ 当日申し込み受付開始 

11:30  当日申し込み受付終了/トップスタート 

14:00  スタート閉鎖/地図販売開始 

13:30～ 全クラス順位確定次第表彰式開始 

15:30  ゴール閉鎖 

16:30  会場閉鎖 

 

・受付 

＜事前申し込みの方へ＞ 

・受付の机上から Eカード（マイ Eカードの方を除く）を各自取ってください。 

・バックアップラベルも受付に用意してありますので各自必要な分だけお取りください。 

 

＜当日申し込みの方へ＞ 

 
・要項を参照し、当日申込書を記入の上、参加料とともに受付に提出してください。 

・スタート時刻を決定し、E カード（マイ E カードの方を除く）及びバックアップラベルをお

渡しします。 

 

＜Eカードレンタル＞ 

・Eカードレンタルは受付にて 300円で行っております。 

・紛失又は破損された場合、補償金として 8000円申し受けます。 

 

＜コンパス貸し出し＞ 

・受付でコンパスの貸し出しを行います。 

・紛失又は破損された場合、補償金として 3000円申し受けます。 

 

＜エントリー変更＞ 

・E カード番号、出走クラスに変更がある場合には受付に 11：00 までに訂正を申し出てく

N 1700円

MA・WA・MB・WB 2000円

参加クラス 当日申込参加費
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ださい。 

 

・表彰式、その他 

表彰対象は各クラス 1 位～3 位となります。 

男性がＷＡに出走するなどは認めますが、表彰の対象外（参考記録）となります。 

欠席者の地図は 14:00以降に本部横にて受け渡しを致します。 

2 2.1～競技情報～ 

ポイントオリエンテーリング 

EMIT 社電子パンチングシステム使用 

使用地図：「村山・日沢」(2018年一部修正) 縮尺 1:10000 

等高線間隔･･･5m 

通行可能度･･･4段階表記 

ISOM2017準拠 

1）距離・登距離・優勝設定時間 

 

２）スタート・競技・フィニッシュ 

■スタート 

 スタートはリフトアップスタートです。 

1. スタート地区まで 

・ 会場からスタート地区までは青色の誘導に従ってください。スタート地区までは

徒歩で約 10分(約 1Km)かかります。 

2. 出走 3分前 

・ Eカードナンバーの確認を行います。 

・ アクティベートユニットにパンチをお願いします。このとき Eカードの動作不良

があった場合は、予備の Eカードをお渡しします。 

・ 3分前枠に入ってください。 

3. 出走 2分前 

クラス 距離 登距離 優勝設定 競技時間

MA 3.6 km 195 m 35 分 90分

WA 3.3 km 190 m 40 分 90分

MB 2.3 km 110 m 25 分 90分

WB 2.3 km 110 m 30 分 90分

N 1.2 km 30 m 20 分 90分

M18 3.3 km 180 m 35 分 90分

W18 2.3 km 115 m 35 分 90分
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・ 枠を 1つ進み 2分前枠に入ってください。また、２分前枠にはコントロール位置

説明表があります。 

4. 出走 1分前 

・ 枠を 1つ進み 1分前枠に入ってください。 

・ トレーより各自地図を取り、出走クラスと合っているか確認してください。 

・ スタートユニットを使って Eカードの動作を確認してください。 

・ 10 秒前になったら、スタートユニットに Eカードをはめてください。 

・ スタートした後は、赤白の誘導テープに従ってください。誘導の先にあるフラッ

グがスタートフラッグとなります。 

5. 遅刻した選手について 

・ 遅刻枠に行き、係員の指示に従ってください。 

・ スタート地区の閉鎖時刻は 14:00となっています。この時間以降の出走は認められ

ません。 

 

■競技中 

・競技時間は 90分、ゴール閉鎖は 15:30です。ゴール閉鎖までにはフィニッシュを通

過するようにしてください。 

・コントロールは指定された順番にまわってください。 

・Eカードが機能せず、バックアップラベルにも記録が残っておらず、通過を確認で

きなかった場合は失格となります。 

・途中で棄権する場合、必ずフィニッシュを通過するようにしてください。通過しな

いと未帰還者として捜索の対象となります。 

 

■フィニッシュ 

・最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。この誘導に従わな

かった場合失格となります。 

・全クラス、パンチングフィニッシュです。 

・フィニッシュした方は速やかに会場に戻り、Eカードの読み取りをしてください。 

・フィニッシュ後、会場まで地図誘導 25分(約 2Km)です。 

・フィニッシュ閉鎖時刻は 15時 30分です。この時刻までにフィニッシュを通過して

おらず、Eカードの提出が確認できない場合捜索の対象となります。 

■救護所・給水所 

・救護所は、会場内に併設します。 

・テレイン内に救護所・給水所は設けません。 

■救護義務 

・けが人を発見した場合は、競技を中断し、救護を優先してください。 
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■競技についての注意事項 

●地図回収は行いません。フィニッシュ後に競技用地図をスタート前の参加者に見せ

ないようにしてください。 

●テレイン内にはハイカーや地元の方もおります。山から道に出る際は十分に注意して

ください。 

●ハイカーや地元の方には挨拶をお願いします。 

●テレイン内には通行不可能な崖や一部、崩れて転倒しやすい斜面があります。十分注

意し、決して無理をしないようお願いします。 

●立ち入り禁止区域や民家の敷地、畑には絶対に立ち入らないでください。 

●テレイン内の道は車が通ることがあります。森から道に出る際は安全を確認し車と

の接触を避けてください。 

●選手権クラスの方はゼッケンのご用意をお願いします。 

 

■テレイン内の植生 

 

オープン 
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A 藪(走行可能度 80～100％) 

 

 
B 藪(走行可能度 40～80％) 

 
C 藪(走行可能度 20～40％) 

 

 

D 藪(走行可能度 20％以下) 
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井戸跡 

また、テレイン内にはお蕎麦屋さんがあります。地図上では立ち入り禁止にしてありま 

すが、くれぐれも立ち入らないようご協力お願いします。 

 

 

3 3.1 ～その他の注意事項～ 

●参加者が、自身あるいは第三者に与えた損害について主催者はその責任を負いませ

ん。 

●主催者側でスポーツ障害保険に加入しますが、競技中のケガには十分ご注意くださ

い。 

また保険証のコピーなどの持参をお勧めいたします。 

●雨天決行ですが、荒天など止むを得ない事情により大会開催が困難であると判断さ

れた場合、開催を中止します。その場合、大会ウェブサイトにて当日 6：00 までに

は告知します 

●大会が中止になった場合はいかなる理由であっても参加費の返金は行いません。 

●会場での飲食は可能ですが、ごみは各自でお持ち帰りください。 

●前日大会ですので怪我のないよう楽しみましょう。 
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4 4.1 ～協賛～ 

村山ジャンボ様 

株式会社ニチレイ様 

 
 

 

5 5.1 ～連絡先～ 

大会前日まで 

・suolctaikai2018●yahoo.co.jp  ●→@になおしてください。 

大会当日 

・080‐3527‐5178 （桑山携帯） 

 

大会 Webページ: https://hekinan1127.wixsite.com/sizudaitaikai2018 

 

 

 

 

 


