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実行委員長あいさつ 

 

この度は第 24回千葉大学オリエンテーリング大会にご参加いただき、誠にありがとうございます。 

 

本大会は、千葉県君津市・木更津市でのミドル競技開催を目指し、2018年の終わりから準備をして参

りました。開催予定地であったテレインのエリアは、昭和 57年に開催された第 4回インカレ「旧称: 真

里谷」のエリアを含んでいます。 

しかし、2019 年 9 月に関東地方に上陸した台風 15 号により開催予定地域は大きな被害を受け、予定

されていたテレインでの開催はできなくなってしまいました。 

それでも何とか大会を開きたいという思いから、急な競技変更を乗り越えて公園でのスプリント競技

開催までこぎつけることができました。アクセス抜群のニューテレインで爽快なスプリントをお楽しみ

いただければ幸いです。 

 

最後になりましたが、本大会の開催にご理解、ご協力を賜りました千葉市・習志野の教育委員会、およ

び各関係団体の皆様に厚く御礼申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

 

実行委員長 岩佐 一大 
 

2019年 12月 30日に発行したプログラムからの訂正を黄色マーカーで表示しています。 
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01. 大会概要 

 

正式名称  第 24回千葉大学オリエンテーリング大会 

開催日   2020年 1月 5日 (日) 雨天決行・荒天中止 

開催地   千葉県千葉市美浜区・習志野市 

会場   千葉県習志野市 秋津公園やすらぎ広場 

主催   千葉大学体育会オリエンテーリング部 

大会役員  実行委員長      岩佐 一大 (千葉大学 2017年度入学) 

運営責任者      得能 渉   (千葉大学 2017年度入学) 

競技責任者・コース設定者  宮嶋 哲矢 (千葉大学 2017年度入学) 

渉外責任者      本多 一成 (千葉大学 2017年度入学) 

会計責任者      水流 尚樹 (千葉大学 2017年度入学) 

広報責任者      村山 泰眸 (千葉大学 2017年度入学) 

調査責任者      森山 凌佑 (千葉大学 2017年度入学) 

作図責任者      磯邉 岳晃 (千葉大学 2017年度入学) 

山口 龍哉 (千葉大学 2016年度入学) 

イベントアドバイザー    平山 遼太 (京葉オリエンテーリングクラブ) 

後援   千葉市教育委員会 

習志野市教育委員会 

関東学生オリエンテーリング連盟 

日本学生オリエンテーリング連盟 

協賛   ANRYS GIBER BURGER 

O-Support 

気象情報 

1月 5日の開催地周辺における過去 5年間の気象情報を掲載します。 

観測地点: 千葉県船橋市（北緯 35度 42.7分 東経 140度 02.6分 標高 112 m） 

   開催地の代表地点から約 5.7 km離れています。 

年 
気温 (℃) 

日照時間 (h) 降水量 (mm) 
平均 最高 最低 

2015 5.6 11.8 -0.3 9.2 0.0 

2016 9.2 15.6 2.3 8.0 0.0 

2017 6.2 10.0 2.3 9.1 0.0 

2018 2.6 5.6 -0.5 0.2 0.0 

2019 7.1 15.3 -0.4 9.2 0.0 

過去 40年で、この日に降水があった日数は 40日中 6日です。 

※気象庁「過去の気象データ検索」（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php）を基に作成 

当日の日の入り時刻は 16:40です。  

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
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02. タイムテーブル 

 

09:00 開場 

10:00 午前の部トップスタート  午前の部当日申し込み締め切り 

12:00 午前の部スタート閉鎖 

12:30 午前の部表彰式  午後の部当日申し込み締め切り  リレーオーダー変更締め切り 

12:45 午前の部フィニッシュ閉鎖 

13:05 スタート地区に移動開始  午前の部調査依頼締め切り 

13:35 デモンストレーション 

13:55 午後の部トップスタート（MAR, A, 鉄人 A） 

14:00 スタート（WAR, XAR, BR, B, 鉄人 B） 

15:00 繰り上げスタート 

15:20 午後の部表彰式（会場） 

15:40 午後の部フィニッシュ閉鎖  

16:00 午後の部調査依頼締め切り 

16:20 会場閉鎖 

 

 

★大会当日は電話でご連絡ください。連絡先は次の通りです。 

岩佐 一大  TEL: 080-2291-5194 

  

tel:08022915194
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03. アクセス 

 

以下に登場する図は、Google Mapに手を加えたものです。 

 

自家用車でお越しの場合 

⚫ 東関東自動車道「谷津船橋 IC」より約 3 分 

⚫ 京葉道路「花輪 IC」より約 10 分 

⚫ 京葉道路「幕張 IC」より約 10 分 

※駐車場では、係員の案内にしたがってください。 

※駐車場の台数には十分な余裕があります。 

 

 

 

 

自転車でお越しの場合 

駐車場の一角に駐輪スペースを設けます。駐車場に行き係員の指示に従ってください。 

花輪 IC 

幕張 IC 

谷津船橋 IC 

駐車場 
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公共交通機関でお越しの場合 

以下の鉄道および路線バスでは、交通系 ICカードが利用可能です。 

 

⚫ JR 京葉線「新習志野駅」より徒歩約 10 分 

 

⚫ JR 総武線・京成線「幕張本郷駅」よりバス 13 分、その後徒歩約 10 分 

幕張本郷駅南口のバスのりば (6 番のりば) より、京成バス「幕 11 新習志野駅行」にご乗車く

ださい。13分で「秋津運動公園入口」バス停に到着します。「秋津運動公園入口」バス停から会

場までは徒歩約 10分です。運賃は ICカードの場合 263円、現金の場合 270円です。 

時刻表 

幕張本郷駅前 8:30 9:00 9:30 10:00 

秋津運動公園入口 8:43 9:13 9:43 10:13 

これ以降は 30分間隔で運行します。 

 

 

  

秋津運動公園入口 

会場 

駐車場 

新習志野駅 
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⚫ JR 総武線「津田沼駅」よりバス 6 分、その後徒歩約 10 分 

津田沼駅南口のバスのりば (7 番のりば) より、京成バス「津 51 ＜七中経由＞新習志野駅行」

にご乗車ください。6 分で「津田沼高校」バス停に到着します。「津田沼高校」バス停から会場

までは徒歩約 10分です。運賃は ICカードの場合 178円、現金の場合 180円です。 

時刻表 

津田沼駅 8:26 8:41 8:56 9:11 

津田沼高校 8:32 8:47 9:02 9:17 

これ以降は 15分間隔で運行します。 

 

   

 

  

会場 

津田沼高校 
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04. 競技情報 

 

競技形式 

 午前の部 個人によるポイントオリエンテーリング (スプリント競技) 

午後の部 3人リレーまたは個人によるポイントオリエンテーリング (スプリント競技) 

 

通過証明 

SPORTident社製電子パンチングシステム SIAC (タッチフリー) を使用 (My SIカード使用可能) 

 

使用地図 

千葉大学オリエンテーリング部 2019年度作成 (New Map) 

縮尺 1:4,000 

等高線間隔 2 m 

走行可能度 4段階表記 

地図サイズ A4 

地図図式 ISSprOM 2019準拠 

耐水性 透明ポリ袋封入済み 

紙の厚さ 
午前の部M18A, M21A1, M21A2, M35A, W21A: 0.225 mm 

午前の部上記以外のクラス、午後の部全クラス: 0.19 mm 

コントロール位置説明 ISCD 2018準拠 

特殊記号 下記参照 

 

特殊記号 

本大会の地図では、以下のような特殊記号が使用されています。記号の大きさは実際とは異なりま

す。それぞれの写真は公式掲示板に掲示します。 

ISSprOM 2019 からの逸脱事項 

ISSprOM 2019 において 705 結合線 (レッグ線) は直線となっていますが、一部のコースではレッ

グ線上にコントロール円や立入禁止の区域・建物等があるため、判読性の観点からレッグ線を曲げて

います。 
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コントロール位置説明表 

コントロール位置説明表は地図に印刷されています。また、午前の部ではスタート 2 分前枠にて配

布を行います。コントロール位置説明表のサイズは縦 18 cm・横 6 cmを超えない大きさです。また、

午前の部の Nクラスは日本語によるコントロール位置説明を地図の表面に併記します。 

 

テレインプロフィール 

千葉市から習志野市に跨がり、南側を走る湾岸道路などの公害から谷津干潟や住宅街を守る緩衝

緑地として設置された公園である。市民の憩いの場として BBQ場や水遊び場などを併設する。非常

に細長い公園でありながら、様々な環境をぎゅぎゅっと纏められており、駆け抜けるとがらりと変化

していく景観を楽しめる。起伏は無く非常にスピードは出るが、細長いが故の密集した特徴物や行き

交う競技者などに惑わされぬような読図能力が必要となる。  

 

クラス 

午前の部の M21Aクラスは、申込者多数のため 2クラスに分割しました。 

午前の部の一部のクラスはフリップ式 2マップです。 

フリップ式 2マップに◯印がないクラスは、用紙の片面に地図が印刷されています。 

距離および登高は、想定されるベストルートの実走値です。 

午前の部 

クラス 距離 (km) 登高 (m) 
優勝設定時間 

(分) 
コントロール数 申し込み数 

フリップ式 

2マップ 

M21A1 3.6 25 16 26 65 ◯ 

M21A2 3.5 30 16 26 66 ◯ 

M35A 3.3 25 15 23 17 ◯ 

M50A 2.5 20 15 22 29  

M65A 2.0 20 15 19 17  

M18A 3.3 25 15 23 5 ◯ 

M15A 2.4 25 15 19 1  

W21A 3.3 25 17 23 37 ◯ 

W35A 2.5 20 15 22 3  

W50A 2.0 20 15 19 5  

W65A 1.9 20 17 15 7  

W18A 2.4 25 15 19 0  

W15A 1.9 20 15 15 0  

B 1.8 15 15 16 2  

N 1.5 15 15 14 2  
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午後の部 

クラス 距離 (km) 登高 (m) 
優勝設定時間 

(分) 
コントロール数 

申し込み 

チーム数 

MAR 2.8-2.9 25-30 45 22 31 

WAR 2.8-2.9 25-30 50 22 3 

XAR 2.8-2.9 25-30 50 22 20 

BR 2.2 15-20 45 18 1 

A 2.8-2.9 25-30 15 22 12 

B 2.2 15-20 15 18 3 

鉄人 A 2.8-2.9 25-30 50 22 11 

鉄人 B 2.2 15-20 50 18 0 

午後の部の距離は走者 1人あたりのものです。優勝設定時間は 3人の合計です。 

 

フリップ式 2 マップについて 

フリップ式 2マップは、地図が次のようになっています。 

表面 (前半) 

裏面 (後半) 
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コースの前半と後半が 1枚の紙の表と裏にそれぞれ印刷されています。表 (前半) の最後のコントロ

ールが、裏 (後半) のスタート位置 (△で表記) になっています。地図レイアウトの都合上、前半の

最終コントロールと後半のスタートは紙面上では異なる位置となっています。 

コントロール位置説明表は表には前半、裏には後半のものが記載されています。 

コース距離と登高の表記は、表裏ともに全体のコース距離と登高が記載されています。 

 

テレインの注意事項 

テレイン内には立入・通行禁止区域が存在します。右に

本大会で表記される立入・通行禁止記号の一覧を示し

ます。これらの区域に立ち入った場合には失格となり

ます。 

410 通行不能な植生の明示は青黄テープで行います。 

競技エリア内の駐車場は判読性の観点から立入禁止の

表記をしていませんが、立ち入らないでください。 

 

競技者が立入禁止区域に入りそうな場合、係員が制止

することがあります。入ってしまった場合、すぐに入っ

たところから戻れば失格とはしません。 

 

コースプロフィール 

テレインは起伏が比較的少なく非常にスピードを出せるが、速度を出す区間と速度を落として読

図やルートチョイスをする区間の切り替えによるスピードコントロールを行う必要がある。また、細

長い公園を非常に多くの競技者が行き交うため、惑わされないような冷静さも要求される。 

 

救護所 

午前の部・午後の部ともにフィニッシュ地区に救護所を設けます。競技中に救護所で自身が手当てを

した場合は失格としませんが、係員による手当てを受けた場合は失格となります。 

 

給水所 

午前の部のみフィニッシュ地区に給水を設けます。競技中の給水はありません。競技中に公園内の水

飲み場は使用しないでください。 

 

使用テープ 

赤白テープ  競技中におけるすべての誘導 

青黄テープ  立入禁止区域 (詳しい使用方法は公式掲示板に掲示します) 
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タッチフリー対応 SI カード (SPORTident ActiveCard; SIAC) について 

パンチ方法 

タッチフリーでは、静的には SIステーションの 50 cm以内に SIACを近づけることでパンチが可能

です。走行時にはパンチ可能な距離が短くなります。 

パンチが完了した際には、SIACから光と音が約 3秒間発せられるので必ず確認してください。 

複数人が同時にパンチしたときは、音が聞こえても他の選手がパンチした音の可能性もあります。自

身の SIACの音か光を確認してください。 

パンチが確認できなかった場合 

SIAC を SI ステーションに近づけたときに、SIAC から音も光も発生していなかったときは、SIAC 

を SIステーションに差しこんでパンチを行ってください。 差し込みパンチでも反応しない場合は、

コントロールに設置されているピンパンチを使用して地図のリザーブ欄にパンチをしてください。

ピンパンチによるパンチがない場合には当該コントロールの通過は認められず失格となります。リ

ザーブ欄がいっぱいになったときを除き、リザーブ欄以外にパンチがあっても通過とは認めません。 

ミスパンチについて 

途中で誤ったコントロールのパンチが記録されていても、正しい順番で回ったことが確認できれば

完走と認めます。従って、誤ったコントロールでパンチした場合でも、そのまま正しいコントロール

に行ってパンチすれば問題ありません。 

スタート 

スタート枠手前のクリアステーションに SIAC を差し込み、SIAC 内のデータを消去してください。

クリアステーションは SIACを挿入して数秒待つと電子音と光を発します。 

続いて、クリア確認のためのチェックを行ってください。チェックステーションは通常のパンチと同

じ速度で反応します。SIACはチェックによって、タッチフリーによるパンチが可能な状態になりま

す。この状態では、カード先端の非常に小さな緑色の LEDが 10秒に 1回光ります。 

クリアおよびチェック、SIAC 先端の LED の点滅確認をすることは、競技者の責任です。上記動作

を行っていない SIAC を使用した場合は、コースを正しく回ってきても失格になることがあります。 

スタート 3分前枠の入口付近にタッチフリーテストステーションを設置するので、SIACの動作確認

を行ってください。出走はパンチングスタート方式です。 

フィニッシュ 

本大会ではフィニッシュはタッチフリーです。必ず電子音か光を確認してください。SIACはフィニ

ッシュを通過するとタッチフリーでのパンチが可能な状態が終了するので競技途中にはフィニッシ

ュの近くは絶対に通らないでください。但しこの場合でも、SI ステーションの穴に SIAC を差し込

めば、タッチフリーではない従来の使用モードでパンチが行えます。 

その他注意事項 

SIACと GPS内臓の時計を同じ腕に着用しないでください。GPSアンテナにより SIACの感度が低

下することがあります。 

SIACを破損または紛失した場合は実費を頂きます。 

パンチ時間が短過ぎるために信号を確認できず SIAC に電子記録が存在しない場合や、記録できる

コントロール数の上限を超えてパンチを行った場合は失格となります。 
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競技エリア 

本大会に参加を予定している方の、オリエンテーリングを目的とした本大会の競技エリア(下図の紫

のクロスハッチ内) への立ち入りを大会当日まで禁止します。 

 

調査依頼 

調査依頼がある場合は競技責任者宛てにて受付へ提出してください。紙媒体であれば様式は問いま

せん。調査依頼に対する回答は公式掲示板に掲示します。締め切りは午前の部は 13:05、午後の部は

16:00です。 

 

提訴 

調査依頼の回答に対し不服な場合、提訴することができます。提訴は調査依頼の回答掲示後 15分以

内に受付に大会主催者宛にて受付に提出してください。紙媒体であれば様式は問いません。提訴に対

する裁定委員会の回答は公式掲示板に掲示します。裁定委員会による裁定を最終判断とします。 

 

裁定委員会 

本大会の裁定委員は公式掲示板にて掲示します。 

 

その他の注意事項 

競技後の参加者が、出走前あるいは競技中の参加者に競技に関わる情報を伝えることを禁止します。

午後の部も同様です。発覚した場合は情報を共有した競技者双方とも失格となります。監視等は特に

行いませんが、ルールの遵守にご協力お願いします。 

競技中に負傷した競技者を発見した場合は、その救護を優先させてください。 
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05. 会場 

 

開場 

会場は 9:00に開場します。 

 

会場 

会場は秋津公園ふれあい広場（青空会場）です。会場内レイアウトは以下の図をご覧ください。 

当日はレジャーシート等の持ち込みを推奨します。 

 

 

公式掲示板 

競技に関する情報・変更点をお知らせします。必ず確認してください。 

 

会場 
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配布物 

事前申し込みの方は、配布物の置き場から配布用封筒をお取りください。封筒は午前の部と午後の部

のものがあります。 

午後の部の封筒は、チームごとに中身が入っています。午前の部の表彰式後に配布します。 

⚫ 午前の部の封筒の中身 

1. ゼッケン 

3. スタート地区までの誘導地図 

5. アンケート用紙 

2. SIAC (レンタルの方) 

4. 防寒着輸送用のタグ 

⚫ 午後の部の封筒の中身 

1. 地図 (未開封)  

3. SIAC (レンタルの方) 

2. ゼッケン 

4. スタート地区までの誘導地図 

 

ゼッケン 

配布用封筒の中にゼッケンを午前の部・午後の部それぞれ 1 枚同封します。ゼッケンは、胸の位置

に安全ピンで四隅をしっかりと留めてください。安全ピンは各自で準備してください。 

 

お手洗い 

お手洗いはレイアウト図にあるトイレをご利用ください。会場の公園内の他のトイレは公園の一般

利用者が使用するため、使用はお控えください。男子トイレ・女子トイレがあります。数が非常に少

ないので、事前に済ませておくことを推奨します。 

 

女子更衣室 

女子更衣室としてテントがあります。テントは小さいので、あらかじめ着替えてくることを推奨しま

す。男性用の更衣室はありません。ご了承ください。 

 

ウォーミングアップエリア 

本大会ではウォーミングアップエリアを設けません。各自、会場の公園内で安全に十分注意してウォ

ーミングアップを行ってください。スタート地区までの誘導やスタート地区は住宅地が非常に近い

ので、ウォーミングアップはお控えください。 

 

SI テスト用ステーション 

会場に SIテスト用のステーションはありません。スタート地区でのクリア・チェックを必ず行うよ

うにしてください。 

 

アンケート 

大会に関するアンケート用紙を配布用封筒に同封しています。回答にご協力お願いいたします。 

また、アンケート用紙に記載の QRコードからWeb上で回答していただくことも可能です。 
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水飲み場 

公園内の水飲み場は、一般の利用者の迷惑にならないようご利用ください。 

 

表彰式 

午前の部・午後の部でそれぞれ各クラスの上位 3人・上位 3チームを表彰します。 

表彰対象者は会場でお呼びします。表彰式は午前・午後ともに会場で行います。午前の部は 12:30、

午後の部は 15:20から開始する予定です。 

表彰式は、競技の進行具合によっては時間が前後することがあります。 

 

キッチンカー 

会場近くの駐車場で、ANRYS GIBER BURGER さんによるジビエ 

(猪や鹿の肉) 料理の販売を行います。是非ご賞味ください。 

 公式サイト: 

  http://hunters-cooperative.jp/ryoshikobo-chiba/burger/ 

 

 

  

http://hunters-cooperative.jp/ryoshikobo-chiba/burger/
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06. 受付 

 

当日申し込み 

受付にて申し込み用紙に必要事項を記入してください。 

当日申し込みの受付時間は、午前の部が 9:00～10:00、午後の部が 9:00～12:30となっています。 

すべてのクラスで当日申し込み可能です。当日申し込みでの参加者も表彰対象に含まれます。 

参加費は次の通りです。 

当日申し込み 参加費 

午前の部 中学生以下 1,500円 

学生 (大学院生を含む) 2,300円 

一般 2,800円 

午後の部 1チーム 

個人 

鉄人 

6,000円 

2,000円 

3,000円 

 レンタル SIAC 300円/枚 

当日参加の地図は十分に用意しています。ぜひご参加ください。 

 

My SIAC 忘れ・SIAC 番号変更 

SIACを忘れた場合、受付にて 300円をお支払いのうえ SIACをお受け取りください。枚数には限り

がございます。 

SIACに変更がある方は受付にてお申し出ください。 

 午前の部の参加費には 1 日分のレンタル SIAC 代が含まれています。My SIAC を使用される方

は参加費を 300 円値引きします。午後の部にも参加される方は、午前と同じ SIAC を使用して

いただきます。 

 午後の部のみ参加で My SIACを使用されない方は、別途レンタル SIAC代 300円/枚がかかりま

す。 

 「鉄人」クラスに出走される方は、レンタル SIACを追加申し込みすることにより各走順で別の

SIACを使用することができます。 

※ 貸し出した SIACを紛失・破損した場合、実費をいただきます。 

 

代走申請 

すべてのクラスで代走を認めます。代走を希望する方はその事前申込者の封筒を持って、受付にお申

し出ください。 

男性クラスへの女性の出走は可能ですが、女性クラスへの男性の出走は原則認めません。 

代走をしても記録は参考記録になりません。 
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リレーオーダー変更 

9:00～12:30にリレーオーダー変更を受け付けます。受付にお申し出ください。 

 

コンパス貸し出し 

受付にてコンパスの貸し出しを行います。数は少量となっております。ご了承ください。 

貸し出したコンパスを紛失・破損した場合、実費をいただきます。 

 

地図配布 

午前の部のスタート閉鎖 (12:00) 以降に欠席者と事前に購入された方の地図配布を開始します。受

付までお越しください。欠席者の地図を代理の方が取りに来なかった場合は、後日ご本人へ郵送いた

します。 

 

T シャツ配布 

事前に購入された方の Tシャツ配布を行います。受付までお越しください。 

 

キーホルダー販売 

大会地図のキーホルダーを 300円で販売します。 

 

グッズ販売 

オリエンテーリングのグッズ販売もあります。ご利用ください。 

 

領収書の発行 

受付にて領収書を発行します。ご希望の方は振込証など支払い金額が分かるものをお見せください。 

 

地図返却 

午前の部のスタート閉鎖 (12:00) 以降に地図返却を行います。 

 

日本学連賛助会員特典 

日本学生オリエンテーリング連盟賛助会員の方には、本大会の午前の部の全コントロール図を無料

で差し上げます。スタート閉鎖 (12:00) 以降に会場内の受付にて申し付けください。 
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07. 競技の流れ (午前の部)  

 

会場からスタート地区まで 

会場から地図誘導で約 2.4 km徒歩 35分です。途中、住宅地を通行します。お静かにお願いします。 

スタート地区からフィニッシュ地区まで、防寒着の輸送を行います。配布用封筒に入っているタグに

名前を記入し、防寒着に付けてください。輸送の都合上、防寒着は 1 人 1 着にご協力をお願いしま

す。 

 

スタート 

スタート地区は住宅地の近くです。お静かにお願いします。スタート地区に給水はございません。防

寒着は係員にお渡しください。スタート地区には現在時刻を表示する時計があります。 

 

スタートの流れ 
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3分前 

スタートレーンにお越しください。スタート 3 分前枠の手前で、係員が SIAC 番号の確認及びクリ

ア・チェック・タッチフリーテストを行います。その後 3分前枠にお入りください。 

クリアステーションは、SIACを差し込んでから数秒経過した後に電子音と光を発します。 

クリア後は、5秒ほど待ってからチェックステーションにパンチしてください。 

チェックステーション・タッチフリーテストステーションは通常のパンチと同じ速度で反応します。

タッチフリーステーションが反応しない場合は、クリア・チェックをやり直してください。 

2分前 

2分前枠にお進みください。コントロール位置説明表がありますので、必要な方はご自分のクラスの

ものをお間違えのないようお取りください。 

1分前 

1分前枠にお進みください。係員が地図をお渡ししますので、ご自分のクラスのもので間違いがない

か確認してください。このとき参加者が確認を怠り異なる地図をとっても、運営者は一切責任を負い

ません。確認後、係員が地図を参加者の足元に置きます。 

スタートチャイマーはスタート時刻の 10秒前になると予告音が 1回鳴ります。3秒前になると 

プッ、プッ、プッ、ポーン 

という音が鳴るので、「ポーン」の音とともに出走してください。 

パンチングスタート方式です。出走の合図とともにスタートステーションに SIACを差し込み、音と

光を確認した後に足元の地図を取って出走してください。 

スタート枠からスタートフラッグまでは赤白テープ誘導です。 

 

遅刻 

スタート時刻に間に合わず遅刻した場合は、その旨を係員にお伝えください。スタートリストの空き

枠より出走できます。なお、遅刻者の記録は実際に出走した空き枠のスタート時刻から算出します。 

ただし、定められたスタート閉鎖 (12:00) 以降は出走できません。 

 

競技時間 

すべてのクラスで競技時間は 45分となっております。競技時間内にフィニッシュを通過しなかった

場合は失格となります。競技時間を超えそうな場合は競技をやめ、速やかにフィニッシュに向かって

ください。 

 

立入禁止区域 

地図上で立入禁止表記となっている場所や、青黄テープが張られている場所は絶対に通行しないで

ください。 

 

競技中の救護義務 

怪我人を発見した場合は、速やかに場所・状況等を近くの係員にお知らせください。怪我人の救護は

競技よりも優先させてください。 



21 
 

フィニッシュ 

フィニッシュ全般 

競技時間はすべてのクラスで 45分です。競技時間内にフィニッシュを通過しなかった場合、失格と

なります。途中棄権する場合もフィニッシュを通過してください。 

競技の途中であっても、フィニッシュ閉鎖 (12:45) までにはフィニッシュを通過してください。フ

ィニッシュ閉鎖後にフィニッシュの通過が確認されない場合、捜索の対象となります。万が一フィニ

ッシュを通過せずに会場等に戻られた場合は、その旨を係員までお伝えください。 

 

ラストコントロールからフィニッシュまで 

ラスト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。 

フィニッシュはタッチフリーです。必ず電子音か光を確認してください。 

 

フィニッシュ後 

フィニッシュした順番を崩さないように計算センターにお並びください。 

スタート閉鎖 (12:00) 前にフィニッシュした場合は、地図回収を行います。氏名を記入し、指定し

た箱に入れてください。 

会場までは地図誘導となります。一部競技エリアを通行します。競技者の邪魔にならないよう気を付

けて通行してください。 

スタート地区で防寒着を預けた場合は、必ず防寒着を受け取ってから会場にお戻りください。 

フィニッシュ地区には給水があります。 
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08. 競技の流れ (午後の部)  

 

午前の部のスタート閉鎖後に、午後の部の地図・ゼッケン・誘導地図を配布します。 

誘導地図には午後の部のスタート地区のレイアウトが載っています。 

午前の部の表彰式終了後、地図を忘れずに持ってスタート地区に移動してください。 

 

スタート地区 

スタート地区にトイレはありません。事前に済ませてからスタート地区にお越しください。 

 

デモンストレーション 

13:35からスタート地区でデモンストレーション（競技説明）を行います。前走者が来る方向、レー

ンの位置、チェンジオーバーの方法、次走者の進行方向等を確認できます。 

 

第 1 走者スタート 

各クラスのスタート時刻は次の通りです。 

13:55   MAR, A, 鉄人 A 

14:00   WAR, XAR, BR, B, 鉄人 B 

スタート時刻の 5 分前に、第 1 走者はスタート地区に集合してください。スタートに遅刻した場合

は係員の指示に従ってください。SIAC・ゼッケン・地図のない選手は出走できません。 

スタート地区では役員の指示に従って SIACのクリア・チェックを行ってください。  

スタートの合図はチャイマーで行います。フライングがあった場合は、係員の指示に従ってスタート

をやり直します。 

スタート後、赤白テープ誘導に従って進み、 スタートフラッグ（地図上の△）を通過してください。

これに従わなかった場合は失格となります。 

 

前走者接近情報 

スタート地区から、前走者の誘導区間の通過を目視することができます。誘導区間通過は、すべての

クラスでコース全体の 80～90%です。 

 

チェンジオーバー 

次走者待機枠入口にクリア・チェックステーションを設置します。各自、SIACのクリア・チェック

を行ってください。SIAC・ゼッケン・地図のない選手は出走できません。  

チェンジオーバーは前走者と次走者の接触をもって行います。 

次走者が次走者待機枠にいない場合も、チェンジオーバーを行うまではフィニッシュをしてはいけ

ません。  

チェンジオーバー後の次走者は、赤白テープ誘導に従いスタートフラッグ（地図上の△）を通過して

ください。これに従わなかった場合は失格となります。  
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フィニッシュ 

一度スタートした選手は必ずフィニッシュを通過し、係員の指示に従って計算センターに並んでく

ださい。通過しなかった場合は、未帰還者として捜索の対象となります。 

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に従って進んでください。 

胸がフィニッシュラインを越えた順番を着順とします。フィニッシュ後は追い越し禁止です。 

競技の途中であっても、フィニッシュ閉鎖 (15:40) までにはフィニッシュを通過してください。フ

ィニッシュ閉鎖後にフィニッシュの通過が確認されない場合、捜索の対象となります。万が一フィニ

ッシュを通過せずに会場等に戻られた場合は、その旨を係員までお伝えください。 

 

繰り上げスタート 

繰り上げスタート時刻は、すべてのクラスで 15:00です。 

チェンジオーバーをしていないすべての選手は、繰り上げ時刻の 5 分前までに次走者待機枠に集合

してください。繰り上げ時刻に遅刻した選手は出走できません。 

次走者待機枠入口のクリア・チェックステーションで、各自 SIACのクリア・チェックを行ってくだ

さい。  

次走者待機枠に集合した後でも、繰り上げ時刻まではチェンジオーバーが可能です。  

 

 

 

 

 

09. 公式 WEB サイト・Twitter 

 

本大会の情報は、大会公式WEBサイトおよび公式 Twitterでも公開予定です。 

 WEBサイト: https://cuoccomp24general.wixsite.com/chibaolc 

 Twitter:   https://twitter.com/cuoccomp  

  

https://cuoccomp24general.wixsite.com/chibaolc
https://twitter.com/cuoccomp
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10. 注意事項 

 

⚫ 公園には一般の利用者もいらっしゃいます。見通しの悪いところでは安全な速度まで減速して

ください。広場に一般利用者がいる場合、係員を配置して競技者が立ち入らないよう注意喚起を

行う予定です。 

⚫ 当日会場には一般利用者の方もいますので安全に注意して競技に参加してください。(特にお年

寄りや子供に対して恐怖心を与えないようお願いします。) 

⚫ 金属ピン付きシューズの使用は禁止します。 

⚫ 会場は青空会場です。防寒着やレジャーシート等の持ち込みを推奨します。 

⚫ 貴重品等の管理はご自分でお願いします。紛失トラブル等について主催者はその責任を負いま

せん。 

⚫ 公序良俗に反する服装および行為はお控えください。運営の妨害とみなされるような行為、およ

び公序良俗に反する行為があった場合は失格となります。 

⚫ お申し込みの際にいただいた個人情報は、本大会運営の目的のみに使用いたします。 

⚫ 本大会では傷害保険に加入していますが、補償額に限度があります。ご自身での傷害保険へのご

加入を推奨します。また、円滑に医療機関へ受診できるよう当日は健康保険証を持参してくださ

い。また大会当日に怪我をされて傷害保険の適応を希望する方は、一週間以内にお問い合わせく

ださい。 

⚫ 本大会の成績は Lap Center (http://mulka2.com/lapcenter/) に掲載します。 

⚫ 報告書は WEB で公開する予定です。郵送は承りません。 

⚫ 会場にて無料の貸出用コンパスを用意します。ただし、紛失・破損された場合は実費をいただき

ます。 

⚫ レンタル SIAC を紛失・破損された場合は実費をいただきます。 

⚫ 参加のお申し込みをいただいた後は、本大会の中止を含むいかなる理由においても参加費の返

金は行いません。ご了承ください。 

⚫ 自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。 

⚫ ご自身の健康状態を考慮し、体調がすぐれない場合は絶対に無理をしないでください。 

⚫ 参加者が自分自身、あるいは第三者に与えた損傷・損害・損失について、主催者側はその責任を

負いかねます。 

⚫ 荒天および災害などやむを得ない事態が発生した場合は、主催者の判断で大会を中止します。そ

の場合も参加費の返金はいたしませんので、予めご了承ください。中止の場合は、当日の午前 6

時までに大会公式サイトにその旨を掲載します。 

⚫ 忘れ物は 2/9 (日) まで保管します。忘れ物の情報は大会終了後、大会公式サイトに掲載いたし

ます。忘れ物については、26 ページに記載の問い合わせ先ご連絡ください。 

⚫ このプログラムの内容は、予告なく変更する場合があります。 

  

http://mulka2.com/lapcenter/
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11. スタッフ一覧 

 

実行委員長     岩佐 一大 

運営責任者     得能 渉 

競技責任者・コース設定者 宮嶋 哲矢 

渉外責任者     本多 一成 

会計責任者     水流 尚樹 

広報責任者     村山 泰眸 

調査責任者     森山 凌佑 

作図責任者     磯邉 岳晃 

       山口 龍哉 

 

イベントアドバイザー  平山 遼太 

 

 

エントリー担当    伊地知 淳 

 

 

パートメンバー (★はパートチーフ。その他は誕生日順。) 

 

会場 

★大串 裕也    水流 尚樹    鈴木 咲希    林 知宏      本多 一成    山口 龍之介 

矢倉 美励    猪股 紗如 

スタート 

★笠井 虹汰    奥田 陸      浪川 有紗    村山 泰眸    吉田 玄      磯邉 岳晃  

フィニッシュ 

 ★三木 智海    池田 京史    地﨑 匡哉    渡邉 大地    森川 輔 

計算センター 

 ★岡田 翔太    大西 諒哉    伊地知 淳 

パトロール 

 ★森山 凌佑    山口 龍哉    﨑原 美咲紀 

救護 

 ★橋本 勇士 

 

 

Special Thanks 

 坂野山遊地図企画    ＯＣ⊿下野    中野 航友様    NishiPRO    株式会社ベイプロモーション 
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12. お問い合わせ 

 

ご不明な点・ご質問などございましたら、お手数ですが下記のメールアドレスまでご連絡ください。 

cuoc.comp24★gmail.com [実行委員長 岩佐] 

(メール送信時は★を@としてください) 

 




