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当日も参加受け付けいたします
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主催：滋賀県

協会

主管：安⼟ＵＫ

⽇ 時：2018 年 3 ⽉ 18 ⽇（⽇）10:00 受付開始 ⾬天決⾏ 荒天中⽌
場 所：滋賀県守⼭市

地球市⺠ 森

交通： バス：JR 守⼭駅からバス 15 分、バス停から徒歩１５分
⾞：国道 8 号線から琵琶湖⼤橋⽅⾯に約 10km、無料駐⾞場あり
＊交通案内、会場詳細はプログラムで案内します
年間申し込みの⽅もエントリー必要です。また会員サポートの 500

受付時刻：9
エントリー((オープン)
受付時刻：9:30〜10:30（当⽇
0:30（当⽇エントリー
オープン)有）

円、SI 貸し出しの場合は 100 円必要です。

スタート開始時刻：10:30
（予定）
スタート開始時刻：10:30（予定）

当⽇エントリーは地図が無くなり次第受付終了します。

競技形式：スプリント競技 、JOA 競技規則準拠

プログラム郵送をご希望の⽅は 200 円追加してください。

予選決勝⽅式

ﾚﾝﾀﾙの SI を紛失した場合は、3,000 円いただきます。

計時は SPORT ident（
ident（SI）を使⽤
SI）を使⽤
地図： 拡張リメイク、JSSOM2007
拡張リメイク、JSSOM2007 準拠、1
準拠、1：5000、
5000、
等⾼線間隔 2ｍ、プリンター印刷、ポリ袋⼊り

コントロール位置説明は、Ｎ以外全てＩＯＦ記号です。
テレイン情報
びわこ地球市⺠の森は、10 数年前に旧野洲川に植林し整備した公園

競技責任者

：平島 俊次

で多くの林と草地は⼿⼊れが⾏き届いています。前回⼤会から北に拡

コースプランナー

：坂⼝ 祐⽣

張し、樹⽊も成⻑しました。

計セン

：稲⽥ 元樹

コントローラー

：沖浦 徹⼆ (⼤阪府オリエンテーリング協会)

分
クラス

滋賀県オリエンテーリング協会 WEB サイト：

参加費

⼤会表彰：各クラス 3 位までを表彰します（3 ⼈以内の時は 1 位のみ。

制限、レベル

参加費他

無制限

WA 年齢無制限、⼥⼦
M35

35 歳以上、男⼦

W35

35 歳以上、⼥⼦

M50

50 歳以上、男⼦

W50

50 歳以上、⼥⼦

M65

65 歳以上、男⼦

W65

65 歳以上、⼥⼦

M75

75 歳以上、男⼦

W75

75 歳以上、⼥⼦

M80

80 歳以上、男⼦

M15

15 歳以下、男⼦

W15

15 歳以下、⼥⼦

B

中級者

N

初⼼者、グループ

OA
OB

以上予定）。OA/OB の表彰は有りません。
賞品は滋賀県定番「クラブハリエのバームクーヘン」を予定しています。

パーク O ツアー対象クラス
MA

http;//shigaorien.nomaki.jp

⼀般 2,500 円(JOA 会員サポ
ート 500 円含む。会員サポート
にご協⼒ください。)
学⽣ 2,000 円、⾼校⽣以下
無料
＊当⽇エントリーはできません。
＊男⼦クラスに⼥⼦参加可能。
＊マイ SI カード使⽤者は-100
円（事前申込のみ）
＊ W75 、 M80 は 、 W65 、
M75 とに統合し表彰のみとしま
す。

ツアー表彰：2017 年度ツアー優勝者を表彰します。
参加申込⽅法：
１．

JOY(Japan-O-entrY) でエントリーしてください。
https://japan-o-entry.com/
参加費は JOY システムからの指⽰に従い振り込んでください。

2.以下の⼤会会場でも受付を予定。安⼟ UK の旗印のあるところ。 ⇩
・ 2017/12/17 関⻄学連ミドルセレクション
・ 2017/12/24 パーク O ツアー⼤阪⼤会
・ 2018/1/13 安⼟天下⼀ロゲイニング
・ 2018/2/18 ウエスタンカップ
＊申 込

JOY

会場受付

●申込締切：2018 年 3 ⽉ 6 ⽇(⾦) (必着）
プログラム、スタートリスト及び成績表は WEB サイトで公開します。郵送

500 円/グループ/個⼈
（地図 1 枚/グループ）

上級者

当⽇エント

⼀般 2,500 円、学⽣ 2,000

中級者

リー者

円、⾼校⽣以下 500 円

必要なかたは申し込んでください。
パーク O ツアー in 関⻄について
この第６戦は最終戦ですので、年間ツアー成績をもとに、優勝者（チャ
ンピオン）を表彰します。
靴、服装の制限はありませんが公序良俗に反する服装は禁⽌します。

年齢は、2018 年 3 ⽉ 31 ⽇内に達する年齢です。

コンパスの貸出しますが、紛失破損の場合は 3,000 円をいただきます。

各クラス優勝設定時間は 15〜20 分の予定です。

トレーニングコースは設けません。

パーク O ツアー対象クラスは予選決勝⽅式です。

問合せ先：平島俊次 Email：t-hirashima@nifty.com

B,N,OA,OB クラス以外は競技者登録必要。
すべて中学⽣以下は無料です。

TEL:090-2592-4377 Fax:090-2592-4377

留意事項
1

2

5

園内には多くの来園者がおられます。⼀般の⽅の迷惑にならないよう

主催者は、損害賠償保険、傷害保険に加⼊しますが⼗分ではあり
ません。参加者⾃⾝の保険加⼊をお勧めします。

に⼗分ご注意ください。

6

会場およびテレイン内は禁煙です（厳守）。

接触事故の無いように⼗分な注意をお願いします。

7

「プログラム」をよく読んでから参加してください

花壇、⺠家の敷地、耕作地、その他指定された地域は⽴⼊禁⽌で

8

⾃分で出したゴミは各⾃持ち帰ること。会場は「来たときよりも美しく」

す。また、スプリント競技では、通過禁⽌記号（太い⿊の実線、濃い
緑エリアなど）の場所を通過すると失格になります。

をモットーに。
9

参加申し込み書に記載された個⼈情報は、この⼤会の運営⽬的

3

体調の悪いときは、決して無理をしないで下さい。

（スタートリスト、記録の Web 掲載を含）以外には使⽤しません。

4

参加者が、⾃分⾃⾝あるいは他へ与えた事故、損傷、傷害等につ

また、主催者が撮影した⼤会中の映像を⼤会報告や今後の広報活

いては、主催者は⼀切の責任を負いません。

動に使⽤する場合があります。

