
【開 催 日】　令和４年１１月１３日（日）　雨天決行（荒天中止）

　　　　　　　　※　新型コロナ感染の状況によって中止する場合もあります。

　　　　　　　　　　　中止の場合は、前日午後5時に決定。

　　　　　　　　 　　確認は、下記問合せ先まで電話でお願いします。

また、Japan-O－entryその旨、掲示します。

【主　　 催】　みえスポーツフェスティバル実行委員会

【主　　 管】　三重県オリエンテーリング協会

【競技責任者】 宮林　修

【コース設定】 小八重善裕

【会　　 場】　東青山四季のさと（津市白山町上ノ村北谷）

【新型コロナウイルス感染防止のための協力依頼】

１　全般的事項

　　・マスクの着用、こまめな手洗い、手指の消毒の励行をお願いします。

　　・密集や大声を避ける等、適切な行動をお願いします。

　　・スマートフォンをお持ちの方は、接触確認アプリをご利用ください。

２　来場まで

　　・当日の朝、検温をし、プログラムの最後にある「体調チェック票」にご記入の上、

　　　会場で提出してください。

　　・発熱のある方、体調のすぐれない方は、参加を見合わせて下さい。

　　・自家用車での来場を推奨いたします。車内の換気の励行を忘れずに。

３　会場にて

　　・来場時に、体調チェック票（プログラム最終ページ）を提出してください。

　　　（チェック票を忘れた方は、受付で検温し、チェック票に記入していただきます。）

　　・発熱のある方、チェック票の項目に該当する方は、参加を見合わせていただく場合もあります。

　　・受付時、また、トイレの前後には、手洗い、手指の消毒をお願いします。

　　　（会場入口に消毒液を置いておきます。）

　　・競技実施中を除き、大会参加中は、マスクの着用をお願いします。

　　・スタート、ゴール付近での密集、滞留も避けるようにしてください。、

　　・スタート、タッチゾーンでの会話、会場での大声の声援は控えてください。

４　事後

　　・帰宅後のうがい、手洗い等の忘れないようにしてください。

　　・もし、大会後に、発症、あるいは陽性となった場合には、下記のところへ連絡してください。

　　　　連絡先：三重県オリエンテーリング協会事務局　谷　（０７０－１３４８－８４５９）

２０２２みえスポーツフェスティバル　　オリエンテーリング

プ　ロ　グ　ラ　ム

　　今回の大会開催に当たっては、新コロナ感染防止のため、「三重県指針」、「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、準備、運営
を進めていきますので、参加者の皆様におきましても、次のとおり、ご協力をお願いします。

　　　（提出いただいたカードは、予防対策のため以外には使用しません。また大会終了後1ヶ月
　　　保管したのちは、廃棄します。）



【交　通】

　 車： 伊勢自動車道久居インターから国道１６５号線を西へ１６ｋｍ
名阪国道（２５線）上野東インターから伊賀コリドールロード⇒と 国道165号
を東へ３０ｋｍ
有料駐車場（普通車１，０００円／日）あり。路上駐車厳禁

鉄道　近鉄大阪線東青山駅下車４分
【会 　場】

大会本部・受付等は休憩所の中です。
会場は、青空会場です。雨天の対応は各自でお願いします。休憩所に荷物を置くことが出来ます。
女子更衣所として、小型テントを休憩所横に設置します。

※①：ペアAの３，４走、ペアVの１、２走
　　　　ペアBの3、4走、ペア家族の１、2走

※②：ペアAの１，２走。ペアVの３、4走。
　　　ペアBの1、2走。ペア家族の３、４走。　

【競技形式】 　　　ポイントOペアリレー（２人１組で交互に2回走るポイントオリエンテーリング）
個人ポイントオリエンテーリング（一斉スタート）

【競技規則】　　　 (公社)日本オリエンテーリング協会「日本オリエンテーリング競技規則」に準拠
【通過証明】 　　　EMIT 社電子パンチングシステム（Ｅカード）

　　　　Ａ４横版、ポリ袋入り

【地　　　図】　　　使用地図：「四季のさと」（縮尺1/１０,000　等高線間隔５ｍ）
　　　　　　　　　　　JSOM2007に準拠

◎　競技情報

東青山駅

スタート・タッチゾーン

休憩所・トイレ

給水所



【コントロール位置説明】　

　地図に印刷されています。別途の位置説明は配布しません。

　長袖、長ズボンを推奨します。

【競技コース】 ※登高距離を修正しました。

○　ペ　　ア

距離 （Km) 登高 （ｍ） 距離 （Km) 登高 （ｍ）

A 2.6～2.8ｋｍ 115m 2.4～2.5ｋｍ 100～105m

V 2.6～2.7ｋｍ 110～120m 2.1～2.3ｋｍ 100～115m

B 2.1ｋｍ 85m 2.0ｋｍ 65m

家族 2.1ｋｍ 50ｍ 2.4ｋｍ 50ｍ

○　個　　人

距離 （Km) 登高 （ｍ）

経験者 4.6km 200m

中級者 2.0km 65m

初心者 2.4km 50ｍ

【タイムスケジュール】
９：００ 駐車場開場
９：１０～ 受付
１０：００ 競技説明
１０：３０ ペアＡスタート
１０：３５ ペアＶ，Ｂ，家族スタート
１０：４０ 個人経験者スタート
１０：４５ 個人中級・初心者スタート
１３：３０ 繰上げスタート（繰上げスタート時間以降は、スタートできません。）（注１）

１４：３０ 競技終了（注２）

（注１）繰上げスタート時刻時点で、ゴールしていない１・２走者は、以後競技できません。
　 　　　また、繰上げスタートした2走は、4走として競技できません。

（注2）競技中であってもこの時刻までに必ずフィニッシュに帰還してください。

【受　　付】 ※　当日受付はありません。
・休憩所内に受付はあります。

・地図は、スタートまでは、紙止めテープを剥がして見ないでください。
　（地図を事前に見た場合には、失格とします。）

【ゼッケン】
・ペアクラスは、ゼッケンをつけます。
・１・３走は、黒字、２・４走は青字のゼッケンを胸に付けてください。
・ゼッケン用の安全ピンは、参加者が準備してください。
・ゼッケンは競技終了後、本部に必ず返してください。

コースその１ コースその２

◎　大会の流れ

【服　装】　　　

クラス 優勝設定時間(分）

１２０分

１２０分

１２０分

優勝設定時間(分）

１２０分

・参加者は、受付で「体調チェック票」をお渡しください。

・参加者は、各チーム名、名前の書かれた封筒をとってください。
　封筒には、ペアについては地図4枚、Eカード（レンタルのみ）、バックアップラ
　ベル（4枚）、ゼッケン2枚（黒字と青字）が、個人の場合はEカード（レンタルのみ）、
バックアップラベル、地図が入っています。

50分

30分

30分



※　ゼッケンは東海クラブカップリレー（東海連絡恊所有）のものを借用しています。

　　　　　　１，３走用 　　　　　　　２，４走用
　　　　（黒字、末尾番号　１） 　　　　　　（青字、末尾番号　２）

【コンパスの貸し出し】
・コンパスの必要な方は、受付で貸し出しを行います。（無料）
・競技終了後は、本部に返却してください。

【スタート】
・ペアクラスの第1走者並びに個人クラスの人は、スタート5分前にスタートエリアに
　入ってください。個々のチーム、個人の呼び出し等は行いません。
・スタート枠に入る前に必ずEカードの作動確認をしてください。
　→作動しない場合、係員に申し出てください。（Eカードを交換します。）
・地図の紙止めテープは、スタートするまで剥がさないでください。

【スタートフラッグ】
・スタート地点からスタートフラッグまでは、赤白テープを辿ってください。
・スタートフラッグの位置が地図上の△の中心です。

【給水所】
・個人「経験者」クラスの方用に、会場近くに給水所を設けます。
・給水が必要な方は、それぞれ自分で飲料水等を準備していただき、
　所定の場所に机を用意しましので、各自で置いてください。
・給水所の位置は、地図には表示されていません。

【中継（チェンジオーバー）】
・中継での次走者の呼び出しは行いません。
・スタート枠に入る前に必ずEカードの作動確認をしてください。
　→作動しない場合、係員に申し出てください。（Eカードを交換します。）
・地図の紙止めテープは、スタートするまで剥がさないでください。
・中継は前・次走者が接触することで成立します。
・中継後、フィニッシュパンチをしてください。

【競技中の注意事項】

・最終コントロールからフィニッシュまでは、赤色テープ誘導です。

（新型コロナ対策として）

・適切なタイミングでスタート地区やチェンジオーバーゾーンへ移動してください。

・他者との十分な距離の確保や位置取りを考慮してください。

・フィニッシュ後は、その場での滞留を避けるようにしてください。

・唾や痰を吐くことは極力行わないでください。

【フィニッシュ】

・地図回収を行います。指定した箱の中にいれてください。

・ゴールライン通過後は、追い越し禁止です。

・フィニッシュ方法は、パンチングフィニッシュです。

・指定された順番にコントロールをチェックしてください。途中で間違ったコントロー
ルでパンチした場合も、そのまま正しいコントロールにいってパンチしてください。

・当日は他の公園利用者もいます。参加者は公園利用者と接触したり、危険と感じ
させたりするような走行は絶対に行わないでください。
・競技中、データの読み取りができなくなった場合でも、バックアップラベルで通過が
確認できれば、完走とします。

・最終ポストからゴールまでの誘導は赤色テープです。

　（繰上げスタート後に返却します。個人クラスで早く帰りたい人は、本部に声をかけてください。）

5    1    １
東海クラブカップリレー

5    1    2
東海クラブカップリレー

チーム番号

走順



【成績及び速報】

【表　彰】

・成績が決定次第、随時に表彰状をお渡しします。

・各クラス３位までが表彰の対象です。

【地図販売】

今回は、地図販売を行いません。

【ポスト回収の協力依頼】

・競技終了後のポスト撤収に協力していただける方を募ります。

・撤収は午後2時30分～、１人３か所程度の回収を予定しています。

・協力いただいた方には、大会全P地図を１枚差し上げます。

・当日、公式掲示板、また放送で案内します。

【留意事項】

・競技中の負傷については応急手当までとし、その後の責任は負いかねます。

【前・当日問合せ・緊急連絡先】　　　　　０７０－１３４８－８４５９（谷携帯）

・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。

・申込書等の個人情報、大会中に撮影した写真については、成績表作成・公表、実
績書の作成・報告等、本大会にかかること以外には、使用いたしません。

・レンタルのコンパス、Ｅカードを紛失・破損された場合には、実費を負担していただ
きます。

・傷害保険には、事前申込者を対象に主催者側で加入しますが、参加にあたって
は　各自で体調管理に責任を持って競技してください。

・紙ベースでの成績速報の掲示は、行いません。

・インターネットで閲覧できるようにする予定です。

・成績表は県協会ホームページに掲載します。

・新型コロナの影響で、大会が中止になった場合、また、体調が悪くて参加を見合
わせた方については、後日、参加料を返却いたします。（それ以外の理由で、中止
または参加できなくなった場合には、返却しません。）

・健康保険証の持参をお勧めします。



年　　齢

電話番号

以下の事項の有無（該当事項にチェックのこと）

発熱（おおむね37,5℃以上）

咳、のどの痛み等の風邪の症状

息苦しさ

臭覚・味覚の異常

だるさ・疲れやすさ

新型コロナ感染症陽性者との濃厚接触

同居家族や身近な知人等の感染

政府が入国制限等の規制を行っている地域等への渡航の有無

上記規制地域在住者との濃厚接触

体　調　等　チ　ェ　ッ　ク　票

所属クラブ等

□あり □なし

□なし

□あり □なし

□あり □なし

□あり □なし

□あり □なし

記入日時

参加クラス

氏　　名

住　　所

当日の体温

□あり □なし

□あり □なし

□あり □なし

□あり


