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第 16 回岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会 

 

プログラム 

 

［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/ 

   

［問い合わせ先］第 16回岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会実行委員会 

         ganken16orienteering@gmail.com 

 

       【緊急連絡先】緊急時は下記に連絡お願いします。 

 

大会運営責任者連絡先 

080-8849-4594 (村山) 

目次 
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p.2     実行委員長挨拶 
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p.6～9   会場･受付 

p.10～12 競技情報 

p.12～16 競技の流れ 

p.16～18 その他事項 

p.19～33 広告 

 

           大会実行委員長挨拶 

 

9 月に入っても厳しい暑さが続いている中、秋の訪れを感じられるようになりまし

た。この度は、第 16 回岩県大会にご参加いただき、誠にありがとうございます。 

本大会のテレインである「岩姫」は、小径なども多く北側と南側で分かれているよ

うなテレインとなっております。新型コロナウイルスの影響も大きく、今まで行なっ

てきた運営方法を見直すことが多く、熟慮を重ねました。現状を踏まえ、参加者の皆

様が安心して参加していただけるように前年度を踏まえ、運営一同最大限の努力をい

https://ganken16orienteeri.wixsite.com/gankenwebsite/
mailto:ganken16orienteering@gmail.com
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たします。 

最後になりますが、今大会を開催するにあたり、ご後援、ご協賛をいただいた団体・

企業・行政の皆様、会場をお借りしました県立大学様をはじめとする協力をいただい

たすべての皆様に厚く御礼を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

 

実行委員長 巻渕勇人 

 

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 

 

【大会会場アクセス方法】 

 

滝沢駅から岩手県立大学までのルート 
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岩手県立大学内のマップ 

 

 

 

① 車･バイクでお越しの場合 

･東北自動車道「滝沢 IC」から約 5 分 

･駐車可能スペースは上記地図内の青い部分です。当日は、誘導がいますので従って

ください。 

 

 

② 公共交通機関をご利用の場合 

 

･盛岡駅から電車を使う場合 

IGR いわて銀河鉄道線 (青山方面) に乗車し、滝沢駅で降りる。 

盛岡駅から滝沢駅まで約 15 分、滝沢駅から岩手県立大学まで徒歩 15 分かかります。 

片道 380 円 

 

･盛岡駅からバスをご利用の場合 

盛岡駅東口 2 番乗り場（岩手県交通･厨川中央線）で乗車し、岩手県立大学で降りる。 

盛岡駅から岩手県立大学前まで約 30 分かかります。 

片道 410 円 
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行き 

電車 

 

 

バス 

 

 

 

帰り 

電車 

 

 

バス 

 

 

盛岡駅 (乗車) 滝沢駅 (降車)

8:40 8:54

9:13 9:27

9:31 9:46

10:13 10:27

盛岡駅前 (乗車) 岩手県立大学 (降車)

9:10 9:39

9:30 9:59

9:50 10:19

10:10 10:39

滝沢駅 (乗車) 盛岡駅 (降車)

15:06 15:21

15:27 15:42

15:44 15:59

16:15 16:31

16:30 16:45

17:02 17:18

岩手県立大学 (乗車) 盛岡駅前 (降車)

15:08 15:37

15:28 15:57

15:48 16:17

16:08 16:37

16:28 16:57
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会場･受付 

【会場レイアウト】 

 

受付会場（体育棟） 

 

 

【公式掲示板】 

・競技に関する情報、プログラム発行後の変更点などを掲示します。出走前に必ずご確認く

ださい。 
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【トイレ・更衣室】 

・泥を持ち込まないようにお願いいたします。 

・トイレの近くにある更衣室の利用は出来ません。上の図で示した更衣室（クラブ室 5、ク

ラブ室 6）を利用してください。 

 

【会場内での注意事項】 

・体育棟内での飲食は禁止となっています。ご了承ください。つきましてはソフトウェア情

報学部 A 棟を飲食スペースとしてご利用してください。(場所は下の図にて表記します) 

・会場内にゴミ箱は設置していないのでゴミは各自で持ち帰るようにしてください。 

・体育棟に設置されているボルダリングの使用を禁止します。 

・会場内での火気・コンセントの使用を禁止します。  

・各自、持ち物の管理をお願いいたします。  

・入口には消毒液を設置いたしますので、消毒してから会場内にお入りください。  

・感染症対策のため、会場内に荷物を置く際は、他の競技者との距離をできる限りあけてい 

ただけるようご協力お願いいたします。 

・靴は体育棟の玄関や下駄箱に置かずに、袋などに入れて持参してください。 

 

 飲食スペース（ソフトウェア情報学部 A 棟のレイアウト） 
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【物販販売】 

当日、受付にて限定Ｔシャツ、ポスト型ナップザックを販売しております。数に限りがござ

いますので、ご注意ください。 

 

・限定Ｔシャツ価格：1700 円 

 サイズ：Ｓ、Ⅿ、Ⅼ、LL 

 

 

 

・ポスト型ナップザック：300 円 

サイズ：横 340×縦 400mm 

※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。 
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【配布物】 

・配布物が入った封筒を封筒置き場（受付脇）に用意しています。受付を済ませてから、ご

自身のお名前が書いてある封筒をお取りください。 

・事前申し込みに不備があった方は封筒を受付で保管していますので、受付までお越しくだ

さい。  

・ゼッケンは係員が確認できるように胸の前面にお付けください。  

・事前申し込みの E-card 番号とお使いの番号が異なる場合は受付で訂正してください。 

 

 

配布物  

ゼッケン・バックアップラベル・大会アンケート・E-card（レンタル希望者のみ） 

 

 

【E-card、コンパスの貸し出し】  

・E-card は 300 円、コンパスは無料で貸し出します。 

・破損・紛失した場合にはレンタルコンパスは 3000 円、E-card は 8000 円の弁償金をお

支払いいただきます。  

 

【熊鈴について】 

・熊との遭遇を防ぐため熊鈴は原則身に着けてください。 

・また、本部にて熊鈴を貸し出します。数に限りがございますので、ご利用予定の方は注意

してください。  

・紛失した場合は 100 円の弁償金をお支払いいただきます。  

 

【安全ピン】 

・ゼッケン用の安全ピンは各自持参でお願いいたします。会場でも準備いたしますが、数に

限りがあるのでご注意ください。 

 

【代走のお申込み】 

・代走は可能です。当日、受付までお越しください。 
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【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 

 

【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 ISOM 2017-2 に準拠 

コントロール位置説明 ISCD 2018 準拠 

 

【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。 

 

【服装】 

・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。  

・熊鈴は原則着用するようお願いいたします。  

 

【コントロール通過証明】  

・EMIT 社の電子パンチングシステム(E-card)を採用しています。  

・E-card への電子的な加工は禁止します。 

・E-card が正常に動作しない場合でもバックアップラベルでコントロールの通過確認がで

きれば完走とします。  
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【特殊記号】 

・地図上に以下の特殊記号の表記があります。 

 

○・ ケルン （石碑等） 

× 人工特徴物 (ほこら等) 

 

【立ち入り禁止区域について】  

・テレイン内に立ち入り禁止区域が存在します。  

・地図上の立ち入り禁止区域は紫のクロスハッチで表記されています。一部の立ち入り禁止

区域付近には役員がパトロールしています。現地では青、黄色のテープで立ち入り禁止を

示していますので、立ち入らないようにご注意ください。  

・地図上の耕作地・私有地には立ち入らないようお願いします 

 

【クラス情報】 

 

※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。 

・コントロール位置説明表の最大サイズは縦 150mm × 横 51mmとなっております。 

・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。 

クラス 優勝設定 距離 登距離 競技時間

M21A 70 分 8.1 km 305 m

W21A 60 分 5.5 km 205 m

M20A 30 分 3.0 km 160 m

W20A 30 分 2.9 km 155 m

M35A 50 分 4.2 km 200 m

M50A 45 分 2.8 km 150 m

W50A 40 分 2.5 km 150 m

M65A 45 分 2.8 km 150 m

W65A 45 分 2.5 km 150 m

MF 25 分 3.0 km 155 m

WF 25 分 2.9 km 145 m

21AS 30 分 3.1 km 185 m

150 分
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・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

方は受付にて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。 

 

【スタート時刻】  

トップスタートは 11 時 30 分となります。  

 

【表彰】  

各クラス上位 3 名まで表彰いたします。  

 

 

 

 

 

 

 

競技の流れ  

【会場からスタート地区まで】 

・スタート地区はすべてのクラスで同じです。  

・スタート地区まではマスクをつけて行って下さい。スタート地区で捨てることが可

能です。また、フィニッシュでマスクの配布を行っています。  

・スタート地区で上着など荷物を回収します。回収した荷物は 15 時までに会場に届

けます。 

・会場からスタート地区の誘導は途中までバス誘導で、バス下車後から紫テープ誘導

です。 

 

・以下に会場発のバスの時刻表と場所を記載します。スタートリストで自分の走るク

ラスとゼッケン番号を確認し、遅れないようにバス乗り場に集合してください。遅

れた場合は受付に声をかけてください。車でスタート地区まで送ります。 
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会場からバス降り場までのバスの時刻表 

 

10 時 45 分 集合 M50A 全員、21AS 全員、ゼッケン番号 1137～1142 の方 

11 時 00 分 集合 WF 全員、M20A 全員、ゼッケン番号 1143～1156 の方 

11 時 15 分 集合 M65A 全員、MF 全員、ゼッケン番号 1157～1203 の方 

11 時 30 分 集合 W21A 全員、M35A 全員、W20A 全員、W50A 全員、W65A 全員 

 

 

・バス降り場からスタート地区まで徒歩 10 分程度です。 

 

バス乗り場 

 

 

【ウォーミングアップエリア】  

・ウォーミングアップエリアはスタート地区付近にあります。小径上にあって人が通

るので注意してウォーミングアップを行ってください。スタート地区にて地図付きで

場所を掲示します。 

ゴーゴーレッツ号 M50A, 21AS, No.1137~1142 WF, M20A, No.1143~1156 M65A, MF, No.1157~1203 W21A, M35A, W20A, W50A, W65A

バス乗り場 集合 10:45 11:00 11:15 11:30

会場 発 10:55 11:10 11:25 11:40

バス降り場 着 11:00 11:15 11:30 11:45
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【スタート地区】  

 

 

 

【出走時刻に遅刻した場合】  

・遅刻された方は係員にその旨を伝えたうえ、係員の指示に従ってスタートしてください。  

・遅刻者のタイムは正規のスタート時刻から計算します。ただし、公共交通機関や運営者の

不手際など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 

・スタート閉鎖は 13:00 です。  

 

【救護所】  

・テレイン内に救護所を設けます。給水を行うことが可能です。  

・けがをした場合や体調が悪くなった場合は救護所またはフィニッシュへ向かってください。  

 

 

【給水】 

・給水所、救護所、スタート、フィニッシュで給水を行うことができます。 

 

 

1分前 1分前 

2分前 2分前 

3分前 3分前 

     
    ッ ス ー    合   時 ス ー   
     ス ー  ス       ー      

     
 ス ー 1分前                  
                          

     
 ス ー 2分前                  
    ー            クラス 間   
   り     

     
 ス ー 3分前                  
 ク   ー        ッ   号         
号        
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【フィニッシュ】  

・パンチングフィニッシュとなります。  

・フィニッシュ後に地図回収は行いませんので、未出走者に見られないよう各自管理をお願

いします。  

・最終コントロールからフィニッシュまでは赤白テープ誘導です。  

・フィニッシュ後は計算センターを通過してください。 

・ご質問、ご意見等は受付にて文書のみで受け付けます。フィニッシュでは受け付けません。 

・フィニッシュ閉鎖は 15：30 です。  

 

【会場に戻るまで】 

・フィニッシュからは役員の指示に従ってください。  

・計算センターから会場 (岩手県立大学) までは地図誘導、大学の敷地内は青テープ誘導で

す。 

・フィニッシュした際にマスクを配布いたします。フィニッシュから会場に戻る際は、必ず 

マスクの着用をお願いします。  

・計算センターから会場に戻る際は、通行車両に気をつけて、舗装された道路を通行してく

ださい。 

 

【計算センター】 

・フィニッシュ後、フィニッシュ付近にある計算センターで E-card の読み取りを行ってく

ださい。コントロールの不通過があった場合にはその場で通知いたします。特に問題がな

い場合、E-card は その場で返却いたします。ただし、レンタル E-card の場合はそのま

ま回収いたします。  
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【競技全般の注意事項】  

・参加者が自己または他人に与えた損害、損失に関して、主催者側では一切責任を負いかね

ますので、十分ご注意願います。 

・当日、熊が目撃された場合には大会は中止となります。また、競技中に熊を目撃された方

は競技を中止し、周りの参加者への注意を呼びかけつつ、速やかにお近くの係員へお伝え

ください。係員から熊の目撃情報を伝えられた場合には速やかに競技を中止し、気をつけ

て下山してください。  

・樹木を傷つける等自然を損なう行為はしないでください。  

・テレイン内は火気厳禁です。 

・怪我人、病人の救助は競技者の義務です。怪我人、病人を見つけた場合には、場所、状況

等をお近くの係員あるいは本大会本部にお知らせ下さい。救助は競技よりも優先させてく

ださい。 

・オリエンテーリングは、自然の中で参加者が自分自身でルート選択を行う競技のため、様々

な潜在的危険があります。参加者は常にそれらに対して自分自身で対処することが求めら

れます。 

 

【競技に関する調査依頼】  

・調査依頼、苦情はゴール後 1 時間まで、本部にて受け付けます。 

 

【新型コロナウイルス感染症対策について】 

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、本大会は延期または中止とし、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 
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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  

・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 ・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。  

・ドア、窓の開放 

・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  

・密集回避から受付での検温は行いません。各自、下記の Google フォームに当日の朝の体

温や体調を回答して送信してください。  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLq_sUVuOksf3788LoMTdSj84omIMFN8Q

pb9TP44mRINMPiw/viewform?usp=sf_link  

・新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA をインストールしておいてください。  

・緊急事態宣言地域からのご参加はお控えください。  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLq_sUVuOksf3788LoMTdSj84omIMFN8Qpb9TP44mRINMPiw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLq_sUVuOksf3788LoMTdSj84omIMFN8Qpb9TP44mRINMPiw/viewform?usp=sf_link
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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。  

・当日申し込みはありませんので、ご注意ください。 

・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。 

・トレーニングコースはありません。  

・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。変更は公式掲示板にてお知ら

せいたします。  

・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。 
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● 大人６００円、小人３００円（３才～小学生まで）     

● 入浴大人回数券（１０枚綴り） ５,５００円      

● リンスインシャンプー、ボディソープ完備      

● 貸しタオルもご用意しております。     

〒０２０－０６６４ 岩手県滝沢市鵜飼笹森４１－２  ☎ （０１９）６８４－２７３７

営業時間 ＡＭ９：００～ＰＭ１１：００       

ホームページ ｈｔｔｐ：//ｆｏｘｂａｄｅｎ.ｃｏｍ    
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【砂田屋】 

 

住所：盛岡市三本柳 7-16-6 

 

TEL：(019)639-7888 

 

FAX：(019)639-8600 
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【ラ・クローネ】 

 

住所：岩手県盛岡市みたけ 5 丁目 11-29 

 

TEL：019-641-2843 

 

営業時間：11：00～18：30 水曜定休 木曜不定休 
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以下、協賛企業の概要情報のみ掲載させていただきます。ご了承ください。 

 

 

【土川そば 有限会社】  

住所： 〒020-0124 岩手県盛岡市厨川 1 丁目 19-17 

電話番号：019-641-1007 

FAX：019-688-7008 

HP：http://www.tuchikawa-soba.com/ 

 

 

【岩手ガーリック株式会社】 

住所： 〒020-0613 岩手県滝沢市大石渡 2015 番 

電話番号：019-688-6310 

FAX：019-688-6310 

HP：https://www.chag.jp/touhoku_eng.html 

 

 

http://www.tuchikawa-soba.com/
https://www.chag.jp/touhoku_eng.html

