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富士山麓オリエンテーリング大会 2022
ブリテン２（大会要項）
～誰も知らない勢子辻～
2000 年にオープンして以来、国内外のオリエンティアからご好評いただいている名マップ「勢子辻」。
しかし 20 年前から一切更新されることのなかったエリアが存在します。
今回はほとんどの人にとって未知のエリア、「誰も知らない勢子辻」でのオリエンテーリングを提供します。
復習や練習、新歓に利用できるリトライ企画も設定しました！

開催日

2022 年 4 月 23 日（土）

主

静岡県オリエンテーリング協会

催

大会会場

富士山こどもの国（〒417-0803 静岡県富士市桑崎 1015）

協

富士山こどもの国、O-Support

力

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・コースプランナー：小泉 成行

開催判断・参加判断・返金について（ブリテン１より一部変更）
①荒天や災害の発生、コロナウイルス等疫病感染拡大、そのほかの理由でイベントを中止する場合があります。中止のタイミン
グに応じて参加費の一部返金、または代替日程への無料振替を行います。
②コロナウイルス感染拡大防止のため会場の利用制限等に応じて一部クラスへの参加をお控えいただく場合があります。その
場合はお願いのタイミングに応じて参加費の一部返金を行います。
①～②の場合を除き参加費はいかなる理由でも返金致しません。あらかじめご了承の上お申し込みください。

会場
富士山こどもの国 草原の国エリア付近（静岡県富士市桑崎 1015）
※会場での物販：希望者は 4 月 10 日までにお問い合わせ先までご連絡ください。

会場へのアクセス（3/28 追記）
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」バス停下車、草原の入口まで徒歩
約 2km。
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

（2021 年 12 月現在の時刻表）

タクシーの場合、富士駅・新富士駅から約 7000 円。
※バス本数が少ないので大会専用バスを用意しました。詳細は大会ウェブサイトをご覧ください。
自家用車：

東名「富士」新東名「新富士 IC 」より 15～16km、30～40 分。無料駐車場あり。
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スケジュール（時刻は変更になる場合があります）
09:00 開園

13:00 リトライ企画 スタート開始（フリースタート）

09:30 受付開始

14:00 スタート閉鎖

10:30 スタート開始（時間指定あり）

15:30 フィニッシュ閉鎖、表彰式は行いません

11:30 リトライ企画 受付開始

17:00 閉園

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

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。上級者向けコースでは
ゴーグルの着用を推奨します。

地図図式
縮尺 1:10,000（一部クラスは 1:7,500）、 等高線間隔 5m、 ISOM2017-2 準拠

テレインプロフィール
富士山南麓の標高 800～950m、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、深い岩穴が点在しているため注意が必要です。「本大会に参加す
る際に生じるリスクについて」の項目も参考にしてください。

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」該
当エリア（右図紫線内）へ
のオリエンテーリング目的の立
ち入りを禁止します。

モデルイベント
本大会ではモデルイベントを
設けません。トレーニング機会
としては隣接エリアで提供して
いるサマーチャレンジ 2021
をご利用いただけます。上記
立入禁止エリアに入らないよ
うご注意ください。
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クラス・参加費
個人クラス：
通常のオリエンテーリング形式です。個人クラスは事前申込制、あらかじめスタート時刻が指定されます。
なおスタート地区は会場から 1.5km 以内の予定です。
オプション

リトライ企画：
個人クラス出走後に再走できる企画です。全クラス全コースが対象で、個人クラス未出走者も利用可能です。
決められた時間帯にそれぞれのタイミングでスタートするフリースタート形式です。レースの復習だけでなく、コーチやバディとのナビゲー
ション練習、新人と先輩でのペア参加などにもご利用ください。当日受付制ですが、新しい地図が必要な方はできるだけ事前にご連
絡ください。

オプション
Eカード
地図
レンタル
不要
※4

※1

※5

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、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
1～2）、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 2-5）、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 6）を想定しています。カッコ内のレベルは JOA オリエンテーリング指導教本のナビゲーション
技術に対応します。記載距離は目安で変更となる場合もあります。

※2

選考会参加に関わる条件は日本オリエンテーリング協会強化委員会ならびに日本学生オリエンテーリング連盟の選考要項
をご確認ください。

※3

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。

※4

計測用カード（E カード）のレンタル料金。レンタル E カード破損・紛失時は 5,000 円を申し受けます。リトライ企画には E
カードなしでも参加可能ですが希望者は計測できます。個人クラスでレンタルしている方はレンタル料不要で再走可能です。
なお参加者数によってはレンタルできない場合もありますのでご了承ください。

※5

地図を使いまわして利用する場合は地図代金分を割り引きします。なおコロナ感染対策にご留意ください。
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エントリー方法・締め切り
個人クラス：
個人クラスは事前申込制です。Japan-O-entrY より申込みと支払いを行ってください。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。JOY よりエントリーできない方はお問合わせ先までご連絡ください。

エントリー締切：2022 年 4 月 10（日）

リトライ企画：
当日受付制ですが、地図準備のため新しい地図が必要な方はできる限り事前にご連絡ください。事前連絡方法などの詳細
は大会 1 週間前までに発行するブリテン 3 をご確認ください。なおコロナウイルス感染状況によってはリトライ企画を中止する
場合があります。

新型コロナウイルス感染防止について
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ください。大会参加にあたって健康
チェック状況について提出をお願いすることがあります。詳細はブリテン３（プログラム）をご確認ください。
・

イベント参加 10 日前から体温や健康状態の確認をお願いします。

・

大会会場ではマスクを着用してください。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、会話
をしながらの飲食はお控えください。

・

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。

・

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
すので大会案内（ブリテン）をよく読み、各自対応できるようにお願いします。

本大会に参加する際に生じるリスクについて
本大会に参加することで次のリスクに直面する場合があります。リスクとその対策について理解した上でご参加ください。
黄色マーカー部分は本大会特有のリスクです。
穴への転落：溶岩地形の中には深い岩穴が点在します。転落すると自力で出られない深い岩穴もあります。コース上にある
特に危険な岩穴は主催者がマーキングして転落を防止しますが、すべての岩穴を把握しきれていない場合もあります。またコー
スから離れた岩穴には対策を施していません。足元の安全を確保しながら進むことでリスクを低減できます。また転落時に備え
てホイッスル（笛）や携帯電話などの携行を推奨します。初心者、初級者クラスでは溶岩地形内は主に道を利用します。
横枝による外傷：枝打ちされていない横枝の多い森があり、目や顔に外傷を負う可能性があります。特に目の怪我を防ぐた
めアイゴーグルの着用を推奨します。また該当区間ではスピードを落として通行する、比較的障害物の少ない場所を選んで
通行することでリスクを低減できます。初心者、初級者、中級者クラスではこのリスクが高いエリアを利用しません。
道迷い：ナビゲーション技術があれば対応可能ですが現在地を見失った場合は整備された林道に出ることで比較的容易に
現在地を把握できます。また必ず時間内にフィニッシュへ戻ることを意識してください。時間までにフィニッシュに到達できない場
合は携帯電話等を利用して緊急連絡先に連絡する、暗くなる前に林道に出ることを心がけてください。ナビゲーション目的で利
用しない限り、携帯電話等の通信デバイスの携行を認めます。
低体温：天候の良し悪しに関わらず冷え込む場合があります。特に雨天（降雪）時は低体温になる可能性が高まります。
防寒具、雨具の着用を推奨します。
脱水症状：コース上で迷うと行動時間が長くなる場合もあります。主催者で給水所を用意しますが、不安な方は別途各自
で携帯してください。なおコース途中に水場や自動販売機はありません。
転落・滑落：急な斜面や法面、がけなどがあります。やみくもに進まず周囲の安全を確保しながら進んでください。
踏み抜き：森の中では踏み抜きの可能性があります。底の丈夫な靴や踏み抜き防止インソールの利用を推奨します。
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その他：転倒による骨折・捻挫・外傷、樹木や草による外傷、急病・体調不良による停滞と救助の遅れなど、一般的なアウ
トドア活動と同等のリスクがあります。自力で移動できない状況となることも想定し、周囲に知らせるために携帯電話やホイッス
ルの携行を推奨します。また発見しやすくするため目立つ色の服装を心がけてください。怪我人や体調不良者を発見した場合
は救助を優先し、近くに参加者と協力し合って応急処置や主催者への連絡を行ってください。

その他の注意事項
・

未成年者は保護者の同意を得て参加してください。

・

ブリテン３（プログラム）は大会 1 週間前までに、大会結果は大会 1 週間後までに、いずれも大会ウェブサイトにて公開
予定です。ブリテン３を必ず確認の上ご参加ください。

・

年齢、性別の虚偽申告や申込者本人以外の出場（不正出場）は認めません。、欠席者の代わりに出場すること（代
走）には対応しますが必ず事前にご連絡ください。

・

雨天決行ですが、気象警報発令、災害発生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。

・

主催者は大会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補償に限度があります。各自でも保険への加入をお勧めします。また
緊急時に備えて健康保険証の持参をお勧めします。

・

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。

・

申込み時の個人情報については本大会運営ならびに今後のイベント案内以外には使用いたしません。なお参加者の氏
名・所属・参加クラスはプログラム（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。

・

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。

・

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。

・

大会終了後に大会マップを利用して無断での再入山はしないでください。

・

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。

お問合せ先
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）

メール問い合わせ用 QR コード
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