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開催日

2021 年 5 月 15-16 日（土・日）
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主要役員

実行委員長

山本 玄峰

運営責任者

村越 久子

競技責任者

小泉 成行

コース設定責任者

大橋 陽樹、 松澤 俊行

イベントアドバイザー

髙村 卓

アシスタントイベントアドバイザー 友田 賢吾

新型コロナウイルス対策について
本大会は日本オリエンテーリング協会の定める「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」に沿って開催します。参加にあたっては大会 2 週間前から検温し、発熱等新型コロナウイルスの
症状があった場合、感染者との濃厚接触があった場合は参加をお控えください。その他詳細な対策内容や参加者へのお願
い、当日申込有無等はプログラム（Bulletin３）でお知らせします。
なお感染拡大のため緊急事態宣言の発出や都道府県をまたぐ往来の自粛要請、医療機関が切迫する状況になった場
合等は開催を中止、延期、参加の自粛をお願いする場合があります。やむを得ず中止、延期とする場合は状況に応じて代替
大会への振替等の措置等を行います。
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会場情報（2 日間共通）
会場
丸火自然公園 静岡県富士市大淵 10847-1

会場へのアクセス
公共交通機関：JR「富士駅」から路線バス（710 円）で「丸火入口」バス停。バス停より徒歩約 1.5km。
タクシーの場合は約 6000 円。
大会専用バス ：5 月 16 日の公認大会では富士駅、新富士駅から大会専用バス（片道 1000 円（予定）、当日徴
収）を手配します。運行スケジュールはプログラム（Bulletin３）にて案内します。申込時に利用希望をお
知らせください。
自家用車

：東名「富士」新東名「新富士 IC 」より 15～16km、30～40 分。

会場での販売行為、テレイン内での撮影について
会場での販売を希望する方は 4 月 30 日までにお問い合わせ先までご連絡ください。またテレイン内で写真や動画の撮影
（個人的な撮影を含む）を希望する方は 4 月 30 日までにお問合せ先までご連絡ください。なお内容によっては撮影をお断
りする場合があります。

2 日間共通情報
服装・靴に関する注意事項
競技のための服装は肌の露出がないものを推奨します。金属ピン付きシューズの使用は制限しません。

立入禁止区域
大会参加者は既存オリエンテーリングマップ「勢子辻 桐」へのオリエンテーリング目的の立ち入りを禁止します。トレーニングイベ
ントを行う「丸火自然公園」内への立ち入りは制限しません。
立入禁止区域の詳細は大会公式ウェブサイト
（https://omf.o-support.net）をご確認ください。
赤エリア：
オリエンテーリング目的で事前に入山することを禁じます。
青エリア：
トレーニングイベント開催予定範囲。このエリアへの事前立ち
入りは可能です。

2

5 月 15 日 トレーニングイベント
「丸火自然公園」でトレーニングイベントを行います。

テレインプロフィール
旧地図「丸火自然公園」
富士山南麓の標高 550～700m、緩やかな斜面に位置する植林地が主です。植林のための林道や作業道が多く発達して
います。通行可能度はよく、柔らかい土の地面が多いですが、植生の影響で通行可能度が悪い場所や溶岩により地面が不
安定な箇所もあります。溶岩に由来する微地形も存在します。会場周辺は自然公園として遊歩道や池などが整備されていま
す。翌日の大会テレインの南に隣接するテレインのためよい練習機会となるでしょう。

地図図式
縮尺 1:15,000 1:10,000 1:7,500（選択可）、 等高線間隔 5m、 ISOM2017-2 準拠

スケジュールとトレーニング形式
10:30 開場
11:00 スタート開始 時間指定のないフリースタート、計測は EMIT を利用
14:00 スタート閉鎖（これ以降のスタートはできません）
15:30 フィニッシュ閉鎖

コース・参加費
距離 1.0～3.0km 程度のトレーニングコースをいくつか用意しております。コース設定は富士山麓大会コースプランナーが担
当しているので翌日の対策にもなります。受付後にコースを選べます。参加費等は当日お支払いください。当日申込も若干名
受け付けますが、地図枚数に限りがありますのでコースによっては売り切れとなる場合があります。
参加費（地図 1 枚付）※1

一般 2,000 円/人 学生 1,500 円/人 高校生 18 歳未満 1,000 円/人

追加地図

200 円/枚

E カードレンタル ※2

300 円/日（計測を希望しない場合は E カードなしでも参加可）

※１ 参加費区分は 5 ページの一覧表に準じます。
※２ レンタル E カードを紛失時には 4000 円を申し受けます。
持参予定者が E カードを忘れ、計測を希望する場合は
レンタル代 300 円をお支払いください。

3

5 月 1６日 公認大会
「勢子辻」でオリエンテーリング公認大会を行います。

競技形式
フォレストでのポイントオリエンテーリング（ロングディスタンス）
「日本オリエンテーリング競技規則」に基づいて行い、EMIT 社電子パンチングシステムを使用します。

地図図式
M21A、W21A、M20A、W20A、M21AS、M35A
その他のクラス

縮尺 1:15,000 等高線間隔 5m、 ISOM2017-2 準拠

縮尺 1:10,000 または 1:7,500、 等高線間隔 5m、 ISOM2017-2 準拠
（縮尺についてイベントアドバイザー承認済み）

テレインプロフィール
旧地図「勢子辻 桐」
富士山南麓の標高 700～1000m、緩やかな斜面に位置する植林地が主です。植林のための林道や作業道が多く発達し
ています。通行可能度はよく、柔らかい土の地面が多いですが、植生の影響で通行可能度が悪い場所や溶岩により地面が
不安定な箇所もあります。溶岩に由来する微地形も存在します。

スケジュール（予定）
09:00 開場
09:45 スタート地区へのバス輸送開始（バス移動約 25 分、スタート地区まで徒歩約 5～20 分）
10:30 スタート開始（時間指定あり）
13:30 スタート閉鎖
15:30 フィニッシュ閉鎖 フィニッシュから会場までバス輸送あり（バス乗り場まで徒歩約 10 分、バス移動約 10 分）

ドーピング検査
本大会は日本アンチ・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す。
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クラス・参加費
オプション
（７）

（1） 本大会は JOA 公認 A 大会です。M12/W12 および M10/W10 クラスを除く公認クラスに出場するには日本オリエンテー
リング協会への競技者登録が必要です。詳しくは日本オリエンテーリング協会競技規則、競技者登録に関する規則をご覧く
ださい。
（2） オープンクラスは表彰対象外です。オープンクラスの当日申込可否については要項２以降で発表します。当日申込を受け付
ける場合は各コース先着 10～20 名の予定です。できる限り事前申込をお勧めします。
（3） 参加資格に関わる年齢は参加者の 2022 年 3 月末時点での年齢とします。年代を超えての参加資格は競技規則に従
います。
（4） 初心者とは初めてオリエンテーリングにチャレンジする人（レベル１）、初級者とはオリエンテーリングを何度か経験したことの
ある人（レベル２）、中級者はオリエンテーリングの基本ルールを十分理解している人（レベル３～４）、上級者は難しい
コースでも完走できる技術を持った人（レベル５～６）を指します。各レベルの詳細は JOA「オリエンテーリング指導教本
初級者～中級者編」をご覧ください。
（5） 公認クラス一般区分参加費が 4500 円になっているクラスは参加費のうち 1000 円を JOA 会員支援に充てます。ご理
解のほどよろしくお願いいたします。詳しくは JOA「会員支援に関するガイドライン」をご覧ください。
（6） 学生とは大学等の高等教育を受けている者、専修学校あるいは各種学校での教育を受けている者を指します。
（7） プログラム、成績表の郵送は行いません。大会ウェブサイトよりダウンロードをお願いします。
（8） 計測用カード（E カード）をお持ちでない方は追加料金として 300 円をいただきます。持参予定者が E カードを忘れた場
合はレンタル代 300 円を、レンタル E カードを紛失時には 4000 円を申し受けます。
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エントリー方法（２日間共通）
エントリー方法
トレーニングイベント、公認大会ともそれぞれ Japan-O-entrY（https://japan-o-entry.com）にてお申込みを行ってく
ださい。トレーニングイベントは当日支払い、公認大会は事前支払いとなります。JOY ではクレジットカードでのお支払いや団体
申込みも可能です。本大会は国内からの参加限定とします。なお入金締切日までにご入金がない場合、申し込みがキャンセ
ルされますのでご注意ください。
JOY からお申し込みできない場合は問い合わせ先までご連絡ください。また他の大会にて会場受付を行う場合もあります。会
場受付の予定は大会ウェブサイトにてお知らせします。

エントリー締め切り
15 日前日トレーニングイベント：2021 年 5 月 5 日（水） 16 日公認大会：2021 年 4 月 25 日（日）

その他注意事項
・

オリエンテーリングはアウトドアで行うスポーツであることを理解し、参加してください。

・

未成年者は保護者の同意を得て参加してください。

・

プログラム（詳細案内）は大会 1 週間前までに、大会結果は大会 1 週間以内にいずれも大会ウェブサイトにて公開予
定です。必ずご確認ください。

・

年齢、性別の虚偽申告や申込者本人以外の出場（不正出場）、および欠席者の代わりに出場すること（代走）は
認めません。

・

参加費は原則返金致しません。ただし災害発生、感染症拡大等の理由でやむを得ず事前に大会を中止する場合およ
び新型コロナウイルスに感染しているまたは感染している可能性が高い方は状況に応じて代替大会への振替等の措置を
行います。

・

雨天決行ですが、気象警報発令など主催者側が参加者の安全を十分確保できないと判断した場合は大会当日に中
止することがあります。その場合、参加費の払い戻しは行いません。

・

主催者は大会中の傷病や事故などに際し、応急措置を除きその責任を負いません。

・

スポーツ傷害保険には主催者側でも加入しますが、各自でも保険への加入をお勧めします。また健康保険証の持参もお
勧めします。

・

ごみはすべてお持ち帰りください。競技中もごみを落とさないよう注意してください。

・

申し込み時の個人情報については、本大会運営上必要な場合以外は使用いたしません。なお参加者の氏名・所属はプ
ログラム（スタートリスト）や大会結果に掲載され、インターネット上でも公開されます。

・

大会中の写真、映像、記事、記録などの肖像権・掲載権はすべて主催者に属します。

・

主催者は大会中の紛失、盗難、事故などについて一切の責任を負いません。貴重品の管理は各自でお願いします。荷
物預かりの予定はございません。

・

参加者が自己または第三者に与えた損害に対し、主催者は一切責任を負いません。

お問い合わせ先
大会ウェブサイト： https://omf.o-support.net
メール

： m-chako■ac.auone-net.jp（村越、■を＠に変えてください）
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