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2023年 3月 09日 発行版 

ORIENTEERING Mt.FUJI 2023 

富士山麓オリエンテーリング大会 2023 

ブリテン 2.1（大会要項） 
富士山西麓に広がる朝霧高原。山梨県境に近いエリアには平坦な美林が広がっています。 

知る人ぞ知る根原の森がついにオリエンテーリングマップ化！ 

 

WOC2023 および JWOC2023日本代表選考会 

日本ランキング・全日本大会M/W20E 権取得・年齢別ランキング対象レース 

 

開 催 日 2023年 4月 9日（日）       大会ウェブサイト  omf.o-support.net 

主   催 静岡県オリエンテーリング協会      共   催      静岡県立朝霧野外活動センター 

大会会場 静岡県立朝霧野外活動センター    後   援      富士宮市、富士宮市教育委員会  

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 

コースプランナー    小泉 成行 

地図作成者       西村 徳真（NishiPRO） 

イベントアドバイザー 藤井 範久(茨城県オリエンテーリング協会) 

競技形式 ポイントオリエンテーリング（ミドルディスタンス） 

返金ポリシー 

① 荒天や災害の発生、コロナウイルス等感染症拡大ほか参加者の安全が確保できない場合はイベントを中止することがあります。その場

合は参加費の一部を返金または代替日程へ無料振替を行います。なお中止のタイミングによっては返金できない場合があります。 

② コロナウイルス陽性者の療養期間中ならびに濃厚接触者待機期間中の方の参加はお控えください。対象者は事前に連絡をいただい

た場合に限り、参加費の一部を返金いたします。 

③ ①②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。 

会場 

静岡県立朝霧野外活動センター 

 

〒418-0101 静岡県富士宮市根原１   http://asagiri.camping.or.jp/ 

 

https://omf.o-support.net/
http://asagiri.camping.or.jp/
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会場へのアクセス 

自家用車：      東名高速道路「富士 IC」新東名高速道路「新富士 IC」より約 30km、40～50 分。 

中央自動車道富士吉田線「河口湖 IC」より約 30km、50～60 分。無料駐車場あり。 

路線バス： 「新富士駅」発「富士宮駅」経由、および「富士山駅」発の路線バスあり。 

詳細は https://bus.fujikyu.co.jp/rosen/detail/id/7 をご覧ください。 

大会専用バス： 「富士駅」および「新富士駅」発着の大会専用バスを運行予定です。 

片道 1500円/小人 800円。新幹線の発着時間に合わせて運行します。 

3/9追記 大会専用バスの受付を開始しました。大会専用バスの受付は日本旅行様にて行って

おります。バス受付の締め切りは 3/31（4/7 まで変更可）です。 

 大会専用バス案内：https://va.apollon.nta.co.jp//fujisan-ol2023/files/kyo.pdf 

バス受付サイト：https://va.apollon.nta.co.jp/fujisan-ol2023/ 

宿泊 

会場である朝霧野外活動センターへの前泊が可能です。 

3/9追記 前泊の受付を開始しました。詳細は下記をご覧ください。宿泊受付の締め切りは 3/29 です。 

宿泊受付要項：https://omf.o-support.net/wp-content/uploads/2023/03/omf2023accommodation20230308.pdf 

宿泊受付サイト：https://japan-o-entry.com/event/view/1257 

弁当 

大会当日の昼の弁当を手配します。宿泊有無に関わらず申し込めます。希望者は大会申込時にオプションで選択ください。 

弁当（大会当日分昼）：660円 

スケジュール（時刻は変更になる場合があります） 

08:30 開場・受付開始     14:30   フィニッシュ閉鎖 

09:00 スタートへのバス輸送開始    14:30～ 表彰式 

10:00 スタート開始（時間指定あり）             16:30    閉場 

12:30 スタート閉鎖 

会場からスタート地区までバス輸送および徒歩で最大 45分程度かかります。 

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富士南麓エリアで提供しているサマーチャレンジ 2022 をご

利用いただけます。 

競技形式 

フォレストでのポイントオリエンテーリング（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。 

本大会では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。 

https://bus.fujikyu.co.jp/rosen/detail/id/7
https://va.apollon.nta.co.jp/fujisan-ol2023/files/kyo.pdf
https://va.apollon.nta.co.jp/fujisan-ol2023/
https://omf.o-support.net/wp-content/uploads/2023/03/omf2023accommodation20230308.pdf
https://japan-o-entry.com/event/view/1257
http://www.orienteering.com/~shizuoka/summerchallange2022.html
https://www.orienteering.or.jp/rule/
https://www.orienteering.or.jp/rule/
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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。裸やコスプレでの出走

を禁止します。 

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 

立入禁止区域 

大会参加者は右図紫線内へのオリエンテーリング目的での立ち入りを禁止します。 

緑の軽車道・徒歩道（東海自然歩道を含む）は 4月 7日（金）まで通行可能です。 

 
 

テレインプロフィール 

富士山西麓の標高 850～1000m、朝霧高原と呼ばれるエリアに位置する。富士山や側火山から流れ出た溶岩流により

形成された平坦なエリアで、溶岩台地上には凹地やこぶが多数点在する微地形を織りなす。基本的には柔らかい土に覆われ

ており、ところどころで溶岩塊が露頭している程度で、溶岩により走行可能度が低下する場所は限られる。 

植生は植林地と雑木林、茅場と呼ばれる草原で構成される。林内の通行可能度は概ね良好だが、草原部は下草などが

密集し通行可能度が悪い箇所が多い。テレイン内には外周を除けば人工的な道はほとんどなく、難易度の高いナビゲーション

を求められる。 

「本大会に参加する際に生じるリスク」の項目も参照のこと。 
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サンプルマップ・テレイン写真 

    
 

 

クラス 

 

初めてオリエンテーリングにチャレンジする初心者向けには朝霧野外活動センター内にコースを用意します。申込は当日受け付けます。詳細は

大会直前に発行するブリテン 3（プログラム）を参照ください。 

※1 女性の M クラスへの参加は可能です。表彰対象は上位 3名としますが、エントリーが 5名以下のクラスは 1位まで、10名以下のクラスは

2 位までを表彰対象とします。A、B、C クラスは男女の上位をそれぞれ表彰します。 

※2 WOC:世界選手権日本代表選考レース（選考対象となる条件は JOA強化委員会の選考要項をご確認ください）  

JWOC:ジュニア世界選手権日本代表選考レース（選考対象となる条件は JOA強化委員会の選考要項をご確認ください） 

J.R.：日本ランキング対象レース 

20E：全日本大会 M/W20E 権取得（2003/1/1～2003/3/31生まれの選手は M/W20E 権取得対象ではありません）  

年齢：年齢別ランキング対象レース  

※3 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。（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） 
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※4 年齢で参加クラスを制限する場合は 2024/3/31 までに達する年齢で判定します。年齢を超えての出場は JOA競技規則に準じます。 

※5 本大会は JOA公認大会ではありません。どなたでも 21E クラスへ申込可能ですが、人数を最大 120名に制限します。申込者多数の場

合は申込締切時点での日本ランキングを基に日本ランキング（エリートフォレスト）上位 100名を優先し、他はランキングおよび申込時に記

載する実績を基に選考します。選考に漏れた場合は 21A にクラス変更されます。 

※6 JWOC への出場資格を満たす年齢であればどなたでも 20E クラスへ申込可能ですが、人数を最大 100名に制限します。申込者多数の

場合は申込締切時点での日本ランキングを基に日本ランキング（総合年齢別フォレスト）の M/W21上位 30名、M/W20上位 30

名、M/W18上位 20名を優先し、他はランキングおよび申込時に記載する実績を基に選考します。選考に漏れた場合は 20A にクラス変

更されます。 

※7 当日申込枠は若干名受け付けますが数に限りがあります。できるだけ事前申込をおすすめします。 

参加費 

 
 

※1 参加費にはテレインまでのバス代、フィニッシュ後の入浴料を含みます。 

※2 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。 

※3 計測には EMIT社の E カードを利用します。マイ E カードを持っていない方はレンタル申し込みをしてください。マイ E カードを持っている方は

申込時に E カード番号を申請してください。マイ E カードを忘れた場合および動作しない場合は E カードレンタル料を別途徴収します。 

エントリー方法・締め切り 

Japan-O-entrY より申込みと支払いを行ってください。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。

本ブリテン２に記載の内容をよく読み、記載内容をご了承の上、お申し込み願います。 

 

Japan-O-entrY： https://japan-o-entry.com/event/view/1200 

エントリー締切：2023年 3月 21日（火） 

 

体験コース（初心者向け、N クラス相当）および A・B・C クラス（若干名）は当日申込が可能です。詳細は大会 1

週間前に発行するブリテン３をご覧ください。 

Eカード
レンタル
※3

https://japan-o-entry.com/event/view/1200


6 

新型コロナウイルス感染防止 

本イベント参加に当たっては以下の通り新型コロナウイルス（以下、コロナ）感染予防へのご協力をお願いします。なお日本

国政府ならびに静岡県のコロナ対策方針変更に伴い変更になる場合もあります。詳細はブリテン３をご確認ください。 

・ コロナ陽性者療養期間ならびに濃厚接触者待機期間中の方の参加はお控えください。 

・ イベント参加 7日前から体温や健康状態の確認を行い、コロナ感染が疑われる場合は検査を行い、感染有無を確認の上ご来場く

ださい。 

・ 屋内で会話をする場合はマスクを着用し、食事・入浴・就寝時には朝霧野外活動センターの感染予防策に従い行動してください。 

・ バス輸送時、および屋外でも密接して会話をする場合はマスクを着用するなど飛沫防止を心がけてください。 

・ 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。 

・ 運営者もマスクの着用を行い、距離を取って応対することがあります。またイベントサービスは最小限にとどめ行います。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。 

本大会に参加する際に生じるリスク 

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。なお本

大会では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。 

穴への転落：溶岩地形の中には深い岩穴があります。転落すると自力で出られない深い岩穴が存在する場合があります。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）や携帯電話の携行を推奨します。体験コースではこのリスクが高いエリアを利用しません。 

枝による外傷：背丈の低い樹木が生えたエリアがあり、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。体験コー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外周となる自然歩道に出ることで比較的容

易に現在地を把握できます。なお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し、暗くなる前に外周の歩道へ出ることを心がけてください。 

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、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週間以内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。E クラス以外では欠席者の代わりに

出場すること（代走）に対応しますが必ず事前にご連絡ください。 
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・ 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。 

・ 大会終了後に本テレインはクローズします。大会マップを利用して無断で再入山しないでください。 

・ 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 

お問合せは出来る限りメールでの連絡をお願いします。 

 

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：  070-4120-2353（小泉） 

 

メール問い合わせ用 QR コード 

 

https://omf.o-support.net/

