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富士山麓オリエンテーリング大会 2022
ブリテン３（大会プログラム）
～誰も知らない勢子辻～
開催日
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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
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。前日 18:00 および当日 5:30 の段階で判断
し、大会ウェブサイト、および JOY メールにて案内します。予定通り開催の場合は特に案内を行いません。
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。

新型コロナウイルス感染防止のお願い
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」および日本国政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和４年３月
17 日変更）」に沿った対策を講じて開催しています。参加にあたっては下記の項目を徹底してください。
・

大会 7 日前から体温や健康状態を確認し、当日朝、その結果を下記 WEB フォームより
来場前に提出してください。WEB フォームより提出できない方は巻末の用紙を印刷して記
入の上持参お願いします。該当する項目がある方は大会参加を控えてください。
体調管理 WEB フォーム：https://forms.gle/iodczv1tf9r9JdUo9

・

こどもの国園内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。会場～スタート・フィニッシュ間の移動中もこどもの
国園内ではマスクの着用をお願いします。フィニッシュではマスクを配布します。

・

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。

・

運営者もマスクを着用し、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て行いますので、本ブリテン３
をよく読み、各自対応できるようにお願いします。
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会場情報
会場
富士山こどもの国（静岡県富士市桑崎 1015） 草原の家

会場までのアクセス
自家用車：

東名「富士」新東名「新富士 IC 」より 15～16km、30～40 分。

事前申込者： 個人クラスお申し込み時に「車運転」を選択された方（スタートリスト参照）
またはその代理の方
草原の入口駐車場の大会参加者用スペースに係員の指示に従い駐車してください。
会場まで徒歩約 5 分。

申し込み後に車運転に変更になった方、リトライ企画に当日参加する方：
街の入口側の A 駐車場に駐車してください。
同乗者や荷物を草原の入口前で降ろすことはできます。草原駐車場→駐車場 A まで 4km。
街の入口から会場までの移動方法については「入園方法」を参照ください。
タクシー：

草原の入口で下車するのが便利です。会場まで徒歩約 5 分。

大会専用バス：

（事前に申し込まれた方のみ）草原の入口前下車、会場まで徒歩約 5 分。
往路 9:20 新富士発 → 10:00 会場着
復路 15:00 会場発 → 15:30 新富士着
お問い合わせは日本旅行お申し込みサイトまで。
https://va.apollon.nta.co.jp/fuji-orienteering/

路線バス：

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、街の入口より入園
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
街の入口から会場までの移動方法については「入園方法」を参照ください。

入園方法
草原の入口から入園する場合：
草原の入口ゲート前で大会役員が体調チェック提出の確認を行います。確認ができたら「こどもの国入園券」をお渡ししま
す。草原の入口ゲート係員に入園券を渡して入園してください。
チケット配付の大会係員は 12:00 まで待機します。12:00 以降は一般入園券を購入の上入園いただくことがありますの
でご了承ください。
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街の入口から入園する場合（バスを利用する）：
下記時間に駐車場 A から草原の国までバスを運行します。それに乗って草原の入口まで移動できます。

駐車場 A バス乗り場発 11:40 → 草原の入口ゲート前到着 11:55
（満員になった場合のみ 12:10 発→12:25 着を増便します）

街の入口から入園する場合（徒歩で入園する）：
バスの時間が合わない方は下記の通り、街のゲートより入園し徒歩で来場いただけます。
街の入口ゲート前で大会役員が体調チェック提出の確認を行います。確認ができたら「こどもの国入園券」をお渡しします。
街の入口ゲート係員に入園券を渡して入園してください。街の入口から草原の家まで徒歩 2.0km、約 30 分。大会参加者
のための誘導はありません。
チケット配付の大会係員は 9:30～11:30 まで待機します。11:30 以降は一般入園券を購入の上入園いただくことがあ
りますのでご了承ください。

再入園について
競技は子どもの国の園外で行います。フィニッシュで配布する「再入園券」をこどもの国草原の入口ゲート係員に提示すれば
その後は何度でも再入園可能です。紛失にご注意ください。

駐車場案内図
地理院地図より作成
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売店・更衣室（シャワー）・雨天時の注意・物販について
会場内にはレストラン、売店、自動販売機がありますが一般の入園者もいますので時間帯によっては混み合ったり売り切れ
たりすることもあります。事前に用意しておくことをお勧めします。
コインシャワールームを更衣室として利用できます（男女別、シャワーは有料 5 分 200 円）。
雨天時は雨風をしのげる屋根のある施設が限られます。テントの設営はできません。車でお越しの方はできるだけ車内で待
機をお願いします。
会場内での物販は事前に連絡いただいた方のみ可能です。

会場案内図
地理院地図より作成

4

競技情報
スケジュール
09:00 開園

13:15 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

14:10 リトライ企画 スタート閉鎖

10:30 スタート開始（時間指定あり）

14:40 個人クラスフィニッシュ閉鎖

11:00 リトライ企画 受付開始

15:30 リトライ企画フィニッシュ閉鎖

12:50 個人クラススタート閉鎖

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。
MSC および MSC75 クラスは参加者多数のため 30 秒間隔でスタートします。
MS クラスおよび WS クラスは日本オリエンテーリング協会公式日本ランキング上位者※をシード選手としてスタート間隔を空
けています。（※MS クラスは総合エリートフォレスト（男子）上位 30 位の選手、WS クラスは女子エリートフォレスト(女子)
上位 20 位以内の選手。ランキングは 2022 年 4 月 11 日時点のもの）

地図
静岡県オリエンテーリング協会作成 「勢子辻」「板小屋林道」 を修正
縮尺

1:10,000 または 1:7,500、 等高線間隔 5m

図式

ISOM2017-2（明瞭な植生界（記号番号４１６）には緑の破線- - - -を利用）

コントロール位置説明

IOF 記号表記（C,F クラスは日本語表記を併記）
コントロール位置説明表の最大サイズは 16cm×6.5cm

耐水加工

IOF 認証耐水印刷、Ｂ・Ｃ・Ｆクラスはポリ袋封入

特徴物のサイズについて：地図図式（ISOM 2017-2）の規定より小さな特徴物でも、現地で明瞭な特徴物（岩、岩が
け、クリアリング）は地図に記載している箇所があります。
旧地図について：「競技エリア」 の既存地図を右記にて公開します。 https://omf.o-support.net/bulletin
リトライ企画の地図について：リトライ企画用に販売する地図については個人クラスで使用する地図とは印刷品質・耐水加
工方法が異なる場合があります。

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ます。特に危険な岩穴があるエリアは立入禁止区域として地図
に表記しています。立入禁止区域として表記できない特に危険な岩穴の周囲は青黄テープでマーキングしますが、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。
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上級者向けコースでは見通しが効かない枝打ちされていない植林地内でのナビゲーションも要求します。該当エリアでは目の
怪我への注意が必要です。また天候が悪いときは地図も見えにくくなるため、ヘッドライトの利用も効果的です。
「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。

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。

過去３年間の気象状況
富士（標高 66m 地点）の過去 3 年間の気象データ
日付

降水量

最高気温

最低気温

日照時間(h)

2019 年 4 月 23 日

0.0 mm

23.4℃

17.8℃

6.5

2020 年 4 月 23 日

1.5 mm

18.8℃

8.4℃

11.5

2021 年 4 月 23 日

0.0 mm

18.8℃

10.8℃

11.0

※観測地点と大会テレインの間の標高差は約 900m(観測地点との標準的な気温差は-5~6℃)です。

裁定委員
MS クラス、WS クラスに関してのみ裁定委員（3 名）を設定します。裁定委員は当日公式掲示板にて発表します。

日本代表選考
MS クラス、WS クラスは 2022 年夏に開催される世界ジュニアオリエンテーリング選手権大会（JWOC、7/10-16 ポルトガ
ル）と世界大学オリエンテーリング選手権大会（WUOC、8/16-21 スイス）の日本代表選考レースとなっています。選考
基準は日本オリエンテーリング協会ならびに日本学生オリエンテーリング連盟の発表をご覧ください。
JWOC 代表選手選考：https://www.orienteering.or.jp/wp-content/uploads/Foot-O-NT/JWOC2022_Selection.pdf
WUOC 代表選手選考：http://orienteering.com/~uofj/gijutsu/media/document/20220115-wuoc2022nituite.pdf
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コース情報

※WSC と AS は WSC/AS に、WSC75 と AS75 は WSC75/AS75 にクラス統合しました。

競技の流れ（個人クラス）
受付（9:30～12：30）
受付にてバックアップラベル・レンタル E カード（希望者のみ）・ウォーミングアップマップを配布します。
受付そばに公式掲示板を設置します。本プログラムから変更になった事項などを掲示しますので必ずご確認ください。
申込に不備があった方については公式掲示板にてお名前を掲示します。受付にお越しの上、不備内容を確認してください。
不備のあるまま出走した場合は失格とすることがあります。
希望者にはコンパスの貸し出しを行います。受付にて保証金 2,000 円を支払って借りてください。保証金は競技後、コンパ
ス返却の際にお返しいたします。なお貸し出し数には限りがありますので予めご了承ください。
個人クラスの当日申込はありません。欠席者の代わりに代走を希望する方は必ず受付までお申し出ください。未申告で代
走した場合は記録が取り消され、大会保険の対象外となります。
初心者説明を行います。地図の内容など少し異なる部分もありますが、F クラスに参加予定の初心者の方は事前にキッズ
オリエンテーリングに参加することをお勧めします。（競技の流れ（リトライ企画、キッズ O）の初心者説明・キッズオリエンテー
リングを参照ください）

スタートまで
E カードがないと出走できません。忘れずに持ってきてください。
スタート地区へは看板および青白テープによる誘導を行います。スタート地区までは徒歩約 15 分です。
スタート前のウォーミングアップはウォーミングアップマップ内で行ってください。なおウォーミングアップマップは最新の状況を反映し
ていません。印刷品質もレース用の地図とは異なります。なおウォーミングアップマップはスタート前の再入園券を兼ねます。
スタート地区にトイレはありません。またスタート地区から会場までの防寒具輸送やスタート地区での給水は行いません。輸
送や給水が必要な場合はクラブ、チームで対応をお願いします。
スタートまでの移動時もこどもの国園内では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。ウォーミングアップ
マップやスタート地区まで着用していた使い捨てマスクを入れてください。
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スタート方式
図の通りスタートしてください。
MSC クラスおよび MSC75 クラスにて 30 秒のタイミングでスタートする方は、スタート 3 分 30 秒前で 3 分前枠に入り、2
分前枠以降は係員の合図に従ってください。
計時はスタートユニットから E カードを離した時点から開始されます（リフトアップスタート）。
スタート閉鎖後はスタートできません。

コース上の注意事項
スタート地区からスタートフラッグまで、ならびにラストコントロールからフィニッシュまではスポンサーロゴの書かれたテープによる誘
導を行います。
テレイン内に給水所を設けます。給水所では大会役員が給水を用意します。
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。地図に表記できない小さな立入禁止区域（注意が
必要な岩穴の周囲）には青黄テープでマーキングしますが、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
テレイン内にはゲートや許可車両以外進入禁止と書かれた看板がありますが、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。
競技時間内にフィニッシュに戻るようにしてください。個人クラスのフィニッシュ閉鎖時刻 14:40 までに戻ってこない場合
は行方不明者として捜索対象となる場合があります。
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フィニッシュ方式、計測読み取り、地図回収
計時はフィニッシュユニットにパンチした時点で終了します（パンチングフィニッシュ）。
11:10 まで地図回収を行います。地図回収終了後もスタート前の選手には地図を見せないようにしてください。
フィニッシュ後にマスク・再入園券を配布します。マスクを着用し係員の指示に従って速やかに記録を読み取ってください。フィ
ニッシュから会場そばまで看板による誘導を行います（徒歩約 10 分）。子どもの国園内ではマスクを着用してください。

救護所
フィニッシュに簡易救護所、大会本部に救護所を設けます。

速報、地図返却、地図販売、表彰式
速報は 11:15 頃よりオンラインにて公開します。リンク先は会場に掲示します。
11:45 頃より受付付近にて回収した地図返却を行います。13:30 頃より未出走者の地図も返却します。同クラブの方は
ぜひお持ち帰りください。なお郵送による返却は行いません。あらかじめご了承ください。
地図販売についてはリトライ企画 「事前予約」 「受付・地図販売」の項を参照ください。事前予約にご協力ください。
表彰式は行いません。本大会の収益の一部をフット O 日本代表チームに寄付します。

調査依頼
MS クラス WS クラスに関して競技に関する疑義が生じたときは調査依頼することができます。調査依頼は、本部備え付け
の用紙に記入の上、13:00 までに本部に提出してください。調査依頼に対する回答に疑義がある場合は、競技規則に基づ
き提訴することができます。提訴は回答の 15 分以内に本部備え付けの用紙にて本部へ提出してください。
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競技の流れ（リトライ企画、キッズ O）
事前予約（4/14～4/21）
リトライ企画だけに参加する方（および個人クラス参加で地図購入を希望する方）は下記 WEB フ
ォームより事前に予約をお願いします。当日受付枠も用意してありますが、数に限りがあります。できるだ
け事前予約をお願いします。
事前予約 WEB フォーム：https://forms.gle/eHr5aJbmSk2cb5NT7

受付・地図販売（11:00～13:45）
リトライ企画から参加する人は受付にて必要事項を記入の上、代金をお支払いください。地図配布は 13:00 より行いま
す。
希望者にはコンパスの貸し出しを行います。受付にて保証金 2,000 円を支払って借りてください。保証金はイベント後、コ
ンパス返却の際にお返しいたします。なお貸し出し数には限りがありますので予めご了承ください。
個人クラス参加で地図購入を希望する方は受付にて代金をお支払いください。地図受渡は 13:00 より行います。

オプション
Eカード
地図
レンタル
購入
※2

※3

料金体系をブリテン 2（募集要項）より変更しました。総額に変更はありません。
※1

学生とは大学・大学院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。

※2

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。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（先着順）。

※3

参加費に地図代は含まれません。リトライ企画だけに参加する方は地図を購入してください。

初心者説明（10:00、11:30）
初めてオリエンテーリングする方のために初心者説明を行います。個人クラス申込者も説明を受けられます。

時間

10:00（リトライ企画受付開始前）、 11:30

場所

受付すぐそばのキッズオリエンテーリングデスク

（時間は多少前後する場合があります）

キッズ体験オリエンテーリング（11:00～14：00）
こどもの国園内を利用したお子様向けのキッズオリエンテーリングも用意しています。初めてオリエンテーリングに参加する人は
森の中のコースに入る前に体験することをお勧めします。

参加費

50 円/人

場所

受付すぐそばのキッズオリエンテーリングデスク
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入山チェック、スタート（13:15～14：10）
スタートする前に駐車場入口にある入山リストに名前とおよそのスタート時間を記入してください。ペアやグルー
プで移動する人も必ず 1 人ずつ記入してください。入山リストに記名がない場合は大会保険ならびに主催者の安全管理の対
象外となります。
スタート地区へは看板および青白テープによる誘導を行います。スタート地区までは徒歩約 15 分です。スタートまでの移動
時もこどもの国園内ではマスクを着用してください。計測を希望する方は E カードを持ってスタートへ向かってください。リトライ企
画ではウォーミングアップマップの配付、スタート地区から会場までの防寒具輸送、スタート地区での給水は行いません。
13:15 以降にスタートできます。スタート順やスタート間隔は指定しません。各自好きなタイミングでスタートしてください。
計測を希望する方はスタートユニットに E カードをはめてからスタートしてください（リフトアップスタート）。14:10 にスタートユ
ニットやテープ誘導を撤収しますが、スタートフラッグはフィニッシュ閉鎖まで設置してあります。

コース上の注意事項
テレイン内の給水所は個人クラス終了後に撤収するため給水できない場合があります。必要な方は各自携帯してください。
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。地図に表記できない小さな立入禁止区域（注意が
必要な岩穴の周囲）には青黄テープでマーキングしますが、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。
テレイン内にはゲートや許可車両以外進入禁止と書かれた看板がありますが、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。

フィニッシュ方式、計測読み取り、帰還チェック
計測を希望する方はフィニッシュユニットにパンチした時点で計測終了です（パンチングフィニッシュ）。係員の指示に従って
速やかに記録を読み取ってください。
フィニッシュでマスク・再入園券を配布しますが、数に限りがあります。個人クラス出走者は配布済みのものを再利用してくだ
さい。フィニッシュから会場そばまで看板による誘導を行います（徒歩約 10 分）。園内ではマスクを着用してください。
フィニッシュ閉鎖時刻の 15:30 までに森を出て、速やかに会場に戻ってください（フィニッシュを通る必要はありません）。
帰還後はスタート前に記入した入山リストに帰還時刻を記入してください。入山リストに帰還時刻が書いていない場合は
行方不明者として捜索対象となる場合があります。

御礼
昨年 5 月に予定していた富士山麓オリエンテーリング大会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い残念ながら開催
を中止せざるを得ませんでした。昨年の大会で予定していた地図とコースはサマーチャレンジ 2021 として開放し、公式記録会
を皮切りに年間を通じて多くの方に楽しんでいただきました。ご利用いただいた皆様にあらためて御礼申し上げます。なおサマー
チャレンジ 2021 は 5 月まで利用可能です。
今年は昨年の準備費用を少しでも補うべく小規模な大会を計画していましたが、日本オリエンテーリング協会ならびに日本
学生オリエンテ-リング連盟の日本代表選手選考会に指定いただき、400 名近い参加者を得て開催する運びとなりました。今
回のコースは昨年開放しなかったエリアを 22 年ぶりにリメイクして提供しています。おかげさまで静岡県協会のベストセラーマップ
となった勢子辻ですが、現役オリエンティアは（ほぼ）誰も知らない勢子辻をご堪能いただければ幸いです。
本大会のテレインは 2022 年のサマーチャレンジとして利用予定です。また静岡県オリエンテーリング協会では富士山麓オリエ
ンテーリング大会を春の定番大会として継続開催していく予定ですので次回大会にもご期待ください。
静岡県オリエンテーリング協会 運営者一同
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その他
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
特に危険な岩穴があるエリアは立入禁止区域として地図に表記しています。立入禁止区域として表記できない危険な岩穴の
周囲は青黄テープでマーキングしますが、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（F）、初級者（C）クラスでは溶岩地形内は安全な道を利用できます。
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（F）、初級者（C）、中級者（B）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。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。
その他：転倒による骨折・捻挫・外傷、樹木や草による外傷・アレルギー、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、近くの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。

・

大会結果は大会 1 週間後までに大会ウェブサイトにて公開予定です。

・

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。
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・

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）

電話：

070-4120-2352（大会当日のみ）

メール問い合わせ用 QR コード

リトライ企画地図販売事前予約

体調管理

健康チェックシート（提出フォームが利用できない場合にご利用ください）
37.5 度以上の発熱のある方、1～7 の回答に「あり」がある方は参加をご遠慮ください。当日体温測定をする場合があります。

名前

参加クラス

当日朝の体温

℃

１ 平熱を超える発熱

なし

・

あり

２ 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状

なし

・

あり

３ だるさ（けんたい感）、息苦しさ（呼吸困難）

なし

・

あり

４ 嗅覚や味覚の異常

なし

・

あり

５ 新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触

なし

・

あり

６ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

なし

・

あり

７ 海外から帰国後「指定された待機期間中」である

なし

・

あり

住所

（申込時から変更があった項目のみご記入ください）

電話番号
メールアドレス
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