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                                          2022/09/11 

 

   第 16 回岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会 

 

             要綱 

 

［開催日］ 2022 年 9 月 18 日（日）  （雨天決行・荒天中止） 

 

［開催地］ 岩手県滝沢市楢の木沢 

 

 [受付会場] 岩手県立大学 滝沢キャンパス 

 

［主催］ 岩手大学オリエンテーリング部・岩手県立大学オリエンテーリング部 

 

［後援］ 岩手県オリエンテーリング協会 

     滝沢市 

 

［協賛］ 一般社団法人 滝沢市観光物産協会 

いわて赤牛 伊藤牧場 

株式会社 わしの尾  

フォックスバーデン スパ･ドーム 

さいとう製菓 株式会社 

株式会社 あさ開 

滝沢市交流拠点複合施設 ビッグルーフ滝沢 

株式会社 岩手くずまきワイン 

有限会社クワン こしぇる工房 add 

スイーツ職房 ら･てーる 

株式会社 肉の横沢 

岩手ガーリック 株式会社 

特産品プラザ らら・いわて 

株式会社 砂田屋 

有限会社 土川そば 

ラ クローネ 
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［大会役員］大会責任者      巻渕勇人  （岩手県立大学 2020 年度入学）  

      競技責任者      山田凌平（岩手大学 2020 年度入学） 

      コースプランナー   山田凌平 

      運営責任者      村山蒼悟（岩手大学 2020 年度入学）  

      渉外責任者      岩﨑隼也（岩手大学 2020 年度入学） 

      イベントアドバイザー 日下雅広（岩手県オリエンテーリング協会） 

 

［ホームページ］https://ganken16orienteeri.wixsite.com/gankenwebsite/ 

 

                感染状況を鑑みて開催延期や中止については本ホームページにてお知ら

せします。 

 

［問い合わせ先］ganken16orienteering@gmail.com 

 

［使用地図］岩姫 

      縮尺 １：15000 (M,W21A のみ)  1：10000 (M,W21A 以外) 

等高線間隔５ｍ 走行度４段階表記 

      地図図式規定 ISOM2017-2 準拠 

      コントロール位置説明 ISCD 2018 準拠 

 

 

［競技情報］ 

競技形式：ポイントオリエンテーリング（日本オリエンテーリング競技規則準拠） 

     ロングディスタンス競技 

     EMIT 社製電子パンチングシステムを採用 

     日本ランキング (最上位クラス 21A) 対象大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ganken16orienteeri.wixsite.com/gankenwebsite/
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＊本大会開催に伴い協議の公平性を保つため、本大会終了まで本大会参加者の下図の

斜線で囲まれた赤枠へのオリエンテーリング目的での立ち入りを禁止させていただ

きます。 

 

 

©2021 google 

 

タイムテーブル 

 

09：15  開場  

09：30  受付・物販開始  

11：00  受付終了  

11：30  トップスタート  

13：00  スタート閉鎖・地図受け取り開始  

15：30  フィニッシュ閉鎖 

16：00 閉会式・表彰式 

17：00 会場閉鎖 
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【テレインプロフィール】  

岩姫は南北に伸びる明瞭な小径と伐採エリアの跡が色濃く残るテレインとなっている。藪はもち

ろん東北クオリティーの濃い目となっているが時折見せる薄い藪はランナーの心を躍らせるこ

とだろう。急峻な地形の広がる北側エリアと水系が多く涼しげな中央エリアそれぞれの特徴をつ

かみしっかりとナビゲーションを行う事が求められる。 

 

【新型コロナウイルス感染症対策について】  

 

新型コロナウイルス対応の基本方針 

■マスクの持参  

■検温実施  

■手指消毒 

■3 密（密閉、密集、密接）の回避  

 

1.大会中止・延期判断について  

以下の事項に該当する場合、本大会は延期とし、HP にて告知いたします。 

 

・政府および岩手県知事による緊急事態宣言の発令期間が開催日を含む  

・岩手県及び盛岡市による外出自粛要請期間が開催日を含む  

・岩手大学からの課外活動自粛要請期間が開催日を含む  

・その他、大会中止・延期が妥当だといえる状況 

・以下のフローチャートに沿って開催・延期の判断を行いました。 

 

 

 2.参加者による感染防止策  

以下の事項にいずれか一つでも該当する方は参加を認めません  

 

・当日の検温で 37.5℃もしくは明らかに体調不良が確認できた場合  

・感染が疑われる状況(頭痛、咳、咽頭痛、味覚障害など)があるもの  
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・新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA により、直近 2 週間以内の感染者との濃厚接触

が判明したもの  

・同居する家族などに感染者が発生したもの 

・直近２週間以内に海外渡航歴があり、PCR 検査によって陰性判定されず安全性が確認されな

いもの  

・所属団体の指示やガイドラインで参加が認められていないもの 

 

 大会中は以下の事項を遵守してください。 

 

・新型コロナウイルス感染への予防措置 

・競技時間以外でのマスクの着用  

・入館時に検温を行う  

・会場内のごみ箱を撤去し、一切のごみを自己責任で処理  

・部屋の使用人数制限  

・開催後 2 週間以内に新型コロナウイルスの感染が確認された場合、岩手大学オリエンテーリ

ング部に対し速やかに報告する。  

 

3.運営による感染防止策 

 参加者による感染防止策に加えて以下の事項を遵守致します。  

 

・待機列用のマーキングを 1.5～2 メートル間隔で設置  

・換気扇の常時運転、ドア、窓においても常時開放  

・部屋の使用人数制限  

・アルコール消毒液を各箇所に設置し消毒を行う  

・競技中の給水は紙コップで行う 

 

 4.参加者の方へのお願い 

 

・当日の体温および体調を Google フォームで回答していただきます。プログラム等に Google 

フォームの URL を添付しますので、必ず回答をお願いします。 

 

５．日本オリエンテーリング協会による、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 

 

大会参加前にご一読お願いいたします。 

www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_2.pdf 

 

 

http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_2.pdf
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[クラス設定と参加費] 

 

 

 

※年齢は 2022年 3 月 31 日までに到達する年齢とします。 

※２ ・学連登録 1年目の方は 300 円引きとなります。 

※３ Fクラスは学連登録 1年目または高校生以下が参加できます。 

・岩手大学オリエンテーリング部または岩手県立大学オリエンテーリング部の卒業生の方も

M21A・W21Aにエントリーすることができます。 

・運営の都合上、優勝設定時間の変更を予告なく行う場合がございます。 

・男性クラスへの女性の出走は可能ですが、女性クラスの男性の出走は原則として認めません。 

・日本ランキング対象となるクラスは M21A・W21Aです。 

・コンパス、E-card、熊鈴をレンタルすることができます。E-card のレンタルを希望される方は

エントリーシートにて事前申請をお願いします。レンタル代は E-card のみ 300円です。コン

パス、熊鈴は無料で貸し出ししています。 

・レンタルコンパスを紛失した場合には弁償金として 3000 円お支払いしていただきます。 

・レンタル E-card を破損・紛失した場合には弁償金 として 8000 円お支払いしていただきま

す。 

・レンタル熊鈴を紛失した場合弁償金として 100 円お支払いしていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競技時間

クラス 優勝設定 クラス 優勝設定

M21A 70 分 W21A 60 分 無制限

M35A 50 分 W35A 50 分 35 歳以上

M50A 45 分 W50A 40 分 50 歳以上

M65A 45 分 W65A 45 分 65 歳以上

無制限

M20A 30 分 W20A 30 分 20 歳以下

新人 MF 25 分 WF 25 分
制限あり (※

3)

参加費

(※2)

3000 円

男性 女性 参加条件

(※)

21AS ( 男女共通 )  30 分
事前申込

上級者

中級者

150 分
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【物品販売】 

･大会 T シャツ 

当日販売のみとなります。値段は 1700 円です。サイズは S、M、L、LL があります。 

 

 

･ポスト型ナップザック 

当日販売のみとなります。サイズは横 340×縦 400mm、値段は 300 円です。 

※第 15 回岩県大会で製作されたグッズです。16 個限定となります。 

 

 

･地図販売 

本大会では地図の販売を行います。料金は各コース 300 円、全コントロール地図 500 円です。 

※地図販売は当日のみとなります。 

 

【エントリー】  

・申込締切日は 9 月 3 日です。 

※入金締切日は 9 月 5 日を予定しています。お間違えのないようにお願いいたします。 

・運営の都合上、締切日の変更を予告なく行う場合がございます。 

 

【会場】 

岩手県立大学 滝沢キャンパス 体育棟 

滝沢駅 (いわて銀河鉄道) から 800m 

※詳しくはプログラムにて記載します 
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【留意事項】  

・天候や不測の事態により大会開催が不可能と判断された場合、大会を中止する場合がありま

す。   

・参加者が自分自身または第三者に与えた損害に対して主催者はその責任を負いません。貴重

品の管理などは各自でお願いします。 

・運動に適した服装で、肌の露出しない長袖・長ズボンを推奨します。  

・大会当日も気温が高くなることが想定されます。熱中症にはご注意ください。 

・テレイン内に熊が出る可能性がございますので、熊鈴の携帯を推奨します。  

・本大会では傷害保険に加入しますが、事故またはけがに備えて、保険証またはそのコピーを

ご持参ください。  

・大会申込の際にお知らせいただいた個人情報は実行委員会で厳密に管理し、本大会終了後、

一切を適切な形で処分します。  

・記載事項については、予告無く変更になる場合があります。変更はプログラム、公式掲示板

にてお知らせいたします。  

・プログラム、スタートリストの公開は大会二週間前を予定しています。 

・不明な点や質問などがございましたら、1 ページ記載のお問い合わせ先までご連絡くださ

い。 

 


