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静岡県オリエンテーリング協会主催

サマーチャレンジ 2021 秋の記録会
開催日

2021 年 9 月 23 日（木、秋分の日）

主

催

静岡県オリエンテーリング協会

協

力

富士山こどもの国、村山ジャンボ、O-Support

新型コロナウイルス対策について
本イベント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。参加にあたっては下記の項目を徹底していただき、イベント 2
週間前から下記健康管理シートの項目を確認の上、「はい」に該当する項目があった場合は参加をお控えください。
・ 競技中以外は必ずマスクを着用してください。スタート直前までマスクを着用してください。スタート地区にごみ袋を用
意します。
・ 会場では密接せず、会話の際は距離を取って行ってください。大声を出しての会話はお控えください。
・ 運営者もマスクやフェイスシールドの着用を行い、距離を取って応対します。またイベントサービスは最小限にとどめ行
いますので本要項や別途メール等でお知らせする案内をよく読み、各自対応できるようにお願いします。
・ 荷物置き場は飲食を禁止します。また会話をしながらの飲食はできる限りお控えください。
・ 物の受け渡しや身体的接触を行った際には手洗いや消毒を心がけてください。
-----------------------------------（キリトリ）-----------------------------------

健康管理シート
回答欄に記入して受付時に提出してください。同伴の方も提出をお願いします。
氏名（自署）

現在の年齢（

歳）

当日朝の体温
℃

直近２週間における健康状態等に関する質問について回答欄にチェック（✓）をお願いします。
該当する項目（はい）がある場合は来場をお控えください。
質問内容

はい

いいえ

1．平熱を超える発熱（おおむね 37.5℃以上）がある（あった）。

□

□

2．ひどいせき、のどの痛みなど風邪の症状や呼吸が困難な息苦しさ、重い倦
怠感（だるさ）、嗅覚や味覚の異常がある（あった）。

□

□

3．新型コロナウイルス感染者との濃厚接触があった。

□

□

4．同居家族や同僚、身近な友人などが新型コロナウイルスに感染した。

□

□

5．日本国政府が入国制限、入国後の観察期間を必要とする国、地域への渡
航、または当該地域在住者と濃厚接触があった。

□

□

6．緊急事態宣言対象地域在住である。

□

□

ご提出いただいた個人情報は感染症対策のため会場・保健所など関係機関と共有する場合があります。
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会場
富士山こどもの国 街エリア（静岡県富士市桑崎１０１５）
グーグルマップへのリンク：https://goo.gl/maps/a72EYAMM6WFe8r886

会場へのアクセス
路線バス・タクシー：

JR「富士駅」から路線バス（910 円）で「富士山こどもの国」バス停。
富士駅発 08:45 → 富士山こどもの国着 09:35
富士山こどもの国発 17:04 → 富士駅着 17:55
タクシーの場合、富士駅・新富士駅から約 7000 円。

自家用車：

東名「富士」新東名「新富士 IC 」より 15～16km、30～40 分。
無料駐車場あり。A 駐車場をご利用ください。

宿泊について
前後で宿泊希望の方は村山ジャンボに宿泊できます。１泊２食 7,700 円、記録会当日の弁当 500 円。
希望者はなるべく早めに

担当：村越久子（m-chako＠ac.auone-net.jp） までお知らせください。

荒天時等の判断
イベント当日朝 6 時までに警報発令等、参加者の安全を確保できないと主管者が判断した場合は、開催中止を決め
次第、イベントウェブサイトにてお知らせします。朝 6 時以降に中止とする場合は会場でも役員がお知らせします。

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少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。

虚偽の申告の禁止
事故発生時の対応ならびに感染予防の観点から年齢、性別の虚偽申告は認めません。欠席者の代わりに参加する場
合は必ず受付で変更（代走）手続きを行ってください。

忘れ物
お帰りの際は忘れ物のないようにご注意ください。こちらで気付いた忘れ物はイベントウェブサイトでお知らせします。お心あたりの
方は問合せ先までご連絡ください。連絡のないものについては 2021 年 9 月 30 日をもって処分します。

お問い合わせ先
イベントウェブサイト：

https://omf.o-support.net（富士山麓オリエンテーリング大会サイト）

メール：

m-chako＠ac.auone-net.jp（村越久子）

2

その他の注意事項
・

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。

・

主催者はイベント中の傷病や事故などに際し応急措置は行いますが、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。

・

レンタル E カードを紛失時には 4,000 円を申し受けます。また E カード持参予定者の E カード忘れや E カード不
備時にレンタルする際は 300 円をお支払いください。

・

申し込み時の個人情報は本イベント運営上必要な場合および感染症拡大予防以外の目的では使用しません。
参加者の氏名・所属はプログラム（エントリーリスト）やイベント結果に掲載され、インターネット上でも公開されま
す。

・

主催者はイベント中の紛失、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。

・

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。

申込・締め切りについて
コロナウイルス感染予防の観点から事前申込のみ受け付けます。
参加希望者は 9 月 15 日（水）までに Japan-O-entrY にてお申込みください。
参加費等は当日受付にて集金します（現金のみ）。なるべくお釣りのないように用意をお願いします。
欠席者の参加費は徴収しません。
エントリーサイト： https://japan-o-entry.com/event/view/770

参加費
一般

3,000 円/日

大学生・大学院生

2,500 円/日

中・高校生

2,000 円/日

小学生

1,500 円/日

1:10000 の地図

＋500 円/枚（印刷サイズが大きいため追加料金がかかります）

E カードレンタル※１ ＋300 円/日
追加地図購入※２

A4 サイズ 500 円/枚

A3 サイズ 1000 円/枚

※１ 計測には EMIT 社電子パンチングシステムを使用します。計測用カード（E カード）をお持ちでない方はレンタル

代として 300 円いただきます。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 4,000 円を申し受けます。
※２ 時間内であれば 1 日複数コースを出走可能です。

地図情報
縮尺

1:15,000 または 1:10,000 (選択制)

等高線間隔

5m

図式

ISOM2017-2 準拠

耐水加工

ポリエチレン袋封入

地図調査者

伊藤 樹、小泉 成行
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コントロール位置説明表 ISCD2018 準拠（M/W10,ＭＣ,ＷC クラスは地図に日本語表記を併記）
コントロール位置説明表は受付にて地図と一緒に事前配布します。
一般的なディスクリプションホルダーに収まるサイズです。
特殊記号

（黒）○ （記号番号５３０） 炭焼き窯跡

その他記号

明確な植生界（記号番号４１６）には緑の破線- - - -を利用しています。

テレインプロフィール
旧地図「勢子辻」
富士山南麓の標高 700～1,000m、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。
溶岩の中には転落の危険がある深い穴が開いている箇所もあります。想定ルート上には確認されていませんが、足元
には十分注意してください。
イベントウェブサイトに旧図とテレイン内の動画を撮影した公式プロモーションビデオを公開しています。
（https://omf.o-support.net/bulletin3starlist）

コース（クラス）情報
コース設定者： 大橋 陽樹（コース１～４）、小泉 成行（オリジナルコース）

クラス名

年齢
制限

距離
（km）

登距離
富士山麓大会で予定していたクラスとウイニングタイム（ 分）
(m）

コース１

19～

10.7

440

M21A

80

コース２

19～

7.5

250

M21AS

65

コース３

16～

7.2

220

M20A

65

コース４

16～

5.9

180

W20A

50

秋オリジナル１

16～

6.6

200

秋オリジナル２

16～

6.7

225

M35A

65

W21A

70

年齢制限は 2022 年 3 月末の年齢を基に判定します。年齢制限に満たない場合でも保護者やコーチなど年齢制限を満た
す人と一緒に回る場合は出走可能です。
記録会は上級者向けのロングコースのみの設定です。初中級者、短めのコースをご希望の場合はサマーチャレンジ常設トレー
ニングコースをご利用ください（記録会の日も利用可能です）。
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スケジュール
11:00 開場、受付開始
12:00 スタート開始（フリースタート）
13:45 スタート閉鎖
15:30 フィニッシュ閉鎖
16:30 閉場

受付（こどもの国Ａ駐車場）
受付は富士山こどもの国Ａ駐車場トイレ付近で行います。イベント本部も受付に併設します。
受付にて役員に健康管理シートを提出してください。提出できない方、「はい」に該当する項目があった方は来場をお
控えください。提出済みの方にはリストバンドをお渡ししますのでスタート地区まで着用してください。
提出後、参加費を集めます。集金後、地図とコントロール位置説明表をお渡しします。真剣に走りたい方はスタートま
で地図を見ないようにしてください。当日までに変更になった事項があれば受付でお知らせします。必ずご確認ください。

荷物置き場・こどもの国園内への入場について
オリエンテーリング参加者は園内に入園する必要はありません。オリエンテーリング終了後の入園方法については当日ま
でに案内します。
荷物は自家用車等で保管願います。バスやタクシーで来場する方の荷物は運営者にて預かりますが、貴重品の管理
は各自でお願いします。

スタート前の持ち物確認
地図と E カードがないと出走できません。必ず会場出発前にご確認ください。受付にて E カードの動作確認ができま
す。動作しないカードをお持ちの場合は受付で交換してください。レンタル料 300 円。数に限りがございますのでご了承く
ださい。
スタート地区までマスクを持参し、待機中や会話時には必ず着用してください。
スタート地区での給水はありません。スタート地区にゴミ袋を用意するのでマスクやペットボトルを廃棄することができま
す。缶やビン、中身の入ったボトルは捨てないでください。
スタート地区から会場までの雨具等の輸送は行いません。

会場からスタート地区まで
スタート付近までミニバスでの輸送を行います。輸送はおよそ 20 分間隔で運行します。乗り場はこどもの国駐車場
Ａ、降車場まで乗車時間約 15 分です。降車場からスタートまで徒歩 1 分です。

ウォーミングアップ
スタート前のウォーミングアップは降車場付近の林道上で行ってください。
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スタート方式
スタート時刻は指定しません。スタート役員によるチェックを受けたら好きなタイミングでスタートしてください（リフトアップ
スタート）。輸送の関係でスタート閉鎖までにスタートできなかった場合でもスタートできますが、フィニッシュ閉鎖時刻は
変更しません。ご了承ください。
スタート地区にゴミ袋を用意します。マスクやリストバンド、ペットボトルを廃棄することができます。缶やビン、中身の入っ
たボトルは捨てないでください。
スタート後、地図上のスタート地点まで赤白テープで誘導します。スタート地点にはスタートフラッグが設置されていま
す。

給水、競技中の注意事項
テレイン内に給水所を設けます。給水所にはペットボトルと紙コップを置いておきますので各自で給水してください。なお
新型コロナウイルス感染対策のため、必ずコップに入れて給水してください。また使用したコップは必ずごみ袋に入れてくだ
さい。
地図上で立入禁止区域に示された場所には立ち入らないでください。危険箇所や地図に表記できない小さな立入
禁止区域は青黄テープで囲っていますので立ち入らないでください。
テレイン内には立入禁止と書かれたゲートやチェーンがかかった場所が何か所かありますが、地図上で立入禁止区域
に指定されていなければ通行可能です。なおゲートやチェーンを破損しないように注意してください。破損した場合はフィニ
ッシュ後に役員に申し出てください。

フィニッシュ方式
最終コントロールからフィニッシュまでは赤白テープで誘導します。
フィニッシュ計時はパンチングフィニッシュで行います。フィニッシュユニットにパンチした時間がフィニッシュタイムとして記録さ
れます。フィニッシュ後は役員の指示に従って記録の読み取りを行ってください。地図回収は行いません。

フィニッシュから会場まで
フィニッシュ地区から会場までは徒歩約 10 分です。歩道のない国道沿いを通行する箇所がありますので横に並ばず
注意して歩行してください。会場到着後は速やかにマスクを着用してください。2 本目の出走や地図購入の希望がなけ
ればそのままご帰宅ください。

地図販売
余った地図を受付にて販売します。（A4 コース図：500 円、A3 コース図および全コントロール図：1,000 円）
売り切れの場合はご容赦ください。

速報
速報は LAP センター上で行います。
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