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関関⻄⻄ママススタターーズズススポポーーツツフフェェスステティィババルル 22001188  
平平成成 3300 年年度度滋滋賀賀県県⺠⺠総総ススポポーーツツのの祭祭典典「「滋滋賀賀県県ススポポーーツツ・・レレククリリエエーーシショョンン大大会会」」のの部部（（オオリリエエンンテテーーリリンンググ））  
主催︓滋賀県 滋賀県教育委員会 （公財）滋賀県体育協会 滋賀県レクリエーション協会 
共催︓中⽇新聞社 後援︓滋賀県スポーツ推進協議会 主管︓滋賀県オリエンテーリング協会 

パパーークク OO ツツアアーーiinn 関関⻄⻄ 22001188 第第 22 戦戦  滋滋賀賀大大会会  

兼兼関関⻄⻄学学連連//中中九九四四学学連連ススププリリンントトセセレレククシショョンン  
主催︓滋賀県オリエンテーリング協会 主管︓安⼟ＵＫ 

大会プログラム 
開催⽇ ︓2018 年（平成 30 年）7 月 8 ⽇（⽇） 

  ⾬天決⾏・荒天中⽌  
会  場 ︓滋賀県守山市・びわこ地球市⺠の森 管理事務所 
・実⾏委員⻑︓平島俊次（滋賀県オリエンテーリング協会） 
・運営責任者︓⽊俣順（滋賀県オリエンテーリング協会） 
・競技責任者︓玉⽊圭介（滋賀県オリエンテーリング協会） 
・イベントアドバイザー︓岩城⼤⾏（関⻄学⽣オリエンテーリング連盟） 
・競 技 形 式︓ポイントオリエンテーリング、スプリント競技 
・競 技 規 則︓「⽇本オリエンテーリング競技規則」に準拠 
・計時システム︓SPORT ident 社製電子ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑ（SI） 
・地図図式︓ 

⽇本スプリントオリエンテーリング地図図式（JSSOM）2007 
縮尺︓1:5,000、等高線間隔 2m、地図はポリ袋封入  
⾛⾏可能度︓4 段階表示 

・コントロール位置説明︓ JSCD2008 による（N クラスは⽇本語説明併記） 
位置説明表はスタート地区で配付 

・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ   ︓ 設けません。 
 
【会場へのアクセス】 
⾞︓駐⾞場あり（無料）。名神「栗東 IC」おりて琵琶湖⼤橋取り付

け道路経由「洲本」交差点から国道 477 号線を北東に進み、東
側の「おうみんち」を過ぎる辺りを左折し、約 800ｍ先。 

JR︓JR 守山駅下⾞。JR 守山駅⻄⼝より近江鉄道バス①番のりば
「⽊の浜線」（堅田駅、佐川美術館、ラフォーレ琵琶湖⽅⾯⾏
き）で 15-20 分「速野小学校前」下⾞。バス停から徒歩約 15
分。バス料⾦は 420 円。テープ誘導ありませんが案内看板を設置
予定。 
⾏き 守山駅発︓8:45、9:00、9:30、9:45、10:00、10:30 
帰り 速野小学校前発︓15:00、15:17、15:41、16:00、16:21、16:37、17:00 
詳細は、 
http://time.khobho.co.jp/ohmi_bus/tim_Rosen.asp?eigCd=5&projCd=2&ikiCd=3110&rosenCd=
15900&timeHM=15:17&KaiKbn=NOW&teiNm=速野小学校前  
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【会場】 

  

※⼥子更⾐室を⽤意します。⾬天時は荷物置き場・男子更⾐場所も⽤意します。当⽇公式掲示板を確認してください。 
※会場付近には、飲み物の自販機はありますがレストランやコンビニはありませんので各自準備願います。 
 

１． ⼤会全般 
・今⼤会のスタートは特殊なプレスタート⽅式を採⽤しています。事前にプログラムの該当箇所を確認してください。 
・MA/WA クラスは関⻄学連/中九四学連のスプリントセレクションを兼ねていますが、受付以外は要項では特に区分して書い
ておりません。 

・限られた⼈数のスタッフで運営していますのでスタート、フィニッシュの案内は看板、誘導テープで⾏いますのでご協⼒ください。 
【タイムスケジュール】（当⽇の状況により多少の変更することがあります） 
受付 10:00〜11:00 
スタート トップスタート 11:00 スタート地区閉鎖 12:40 会場からスタートまで約 1km 徒歩約 15 分 
フィニッシュ閉鎖 13:30（競技途中でもフィニッシュしてください） 
地図販売 12:40（選手の帰還状況により繰り上げます） 
表彰式 14:00 頃から順位確定次第⾏います 
  
２．当⽇の流れ 
【受付】 
・スプリントセレクション対象者︓⼤学単位で SI カード（レンタルの⽅のみ）､ナンバーカードを配布します。各⼤学の代表者が
受付に取りに来てください。 

・事前申込者（学連経由で申し込んだセレクション対象外の⽅含む）︓SI カード（レンタルの⽅のみ）､ナンバーカードを受
付付近に置きますので各自取ってください。SI カード紛失の場合は、5000 円いただきますのでご了承ください。ナンバーカード
を留める安全ピン等は各自ご⽤意ください。 

・当⽇エントリー者︓受付で OA,OB,N のいずれかに申し込んでください。
当⽇エントリー者⽤地図は、数に限りがありますので希望できないクラスに
なることもあります。当⽇申込者の参加費は右のとおりです。受付にて SI
カードとナンバーカードをお渡しします。（SI カードは、全てレンタルを使⽤
していただきます。レンタル料含みます。） 

・コンパスが必要なかたは受付に申し込んでください。なお、コンパス紛失の場合は 3000 円いただきますのでご了承ください。 
 
【初心者説明】 
・受付に申し込んでください。 

OA, 
OB 

2,500円、学⽣2,000円、 
高校⽣500円、中学⽣以下100円 

N 500円（グループも地図1枚）、 
中学⽣以下100円 
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【競技上の注意事項など】 
・公式掲示板を⼤会本部付近に準備します。必ず確認してください。 
・スプリント⽤の地図では、通過禁⽌の場所を通過禁⽌記号で表記しています。観客、競技者からの通報をもとに調査し違反
が判明した場合には失格とします。詳細はプログラム最後のページご参照ください。 

・⾞の通る道路のほとんどは横断/通⾏禁⽌です。JSSOM 709 ⽴入禁⽌区域で表記しています。道路横の歩道やオープン、
ラフオープンは通⾏可能です。 

・本⼤会では以下の特殊記号があります。地図の凡例に明記しています。位置説明の記号も同じです。 

 X︓⼈⼯特徴物（小さな電気設備）  
・公園内植⽣保護の観点から、⾦属製スパイク付きの靴の使⽤を禁⽌します。それ以外の服装の制限はありませんが、特に
下肢の肌を露出しない服装を推奨します。 

・配布する位置説明表は、スタート地区（２分前の枠）で配布します。サイズは最⼤で 60mmx170mm です。 
 
【スタート】 
・今⼤会のスタートは交通安全上と競技上の要請から特殊なプレスタート⽅式となっています。以下の説明を熟読頂き、混乱
の無いようにお願いします。 

・スタート待機地区は、⻘⽩のテープ誘導、会場から約１km、徒歩 15 分です。誘導のテープから外れないようにお願いします。
SI カード、ナンバーカードがない選手は出⾛できません。待機地区に向かうときには十分注意してください。 

・スタート 6 分前になったら、SI カードのクリア、チェックを⾏いスタート枠に入ってください。 
・スタート 5 分前になったら、枠を出て進み、⻘⽩テープ誘導に従って横断歩道を渡り、徒歩 2 分ほど先にある 3 分前枠にお
入りください。 

・スタート２分前枠には、位置説明表をおいています。必要な⽅は取ってください。 
・1 分前になりましたら、枠を出て進み、横断歩道を渡り、すぐそこの 1 分前枠に入ってください。所要は横断時の安全確認を
含め、徒歩で 30 秒程度です。 

・スタートの合図の後に自分のクラスの地図を取ってスタートしてください。スタートフラッグは 1 分前枠のすぐ前にあります。スター
トフラッグが地図上の△（スタート地点）です。 

・遅刻者は係員の指示に従ってください。他の競技者のスタートへの影響のないように一般のスタート 30 秒後になりますので少
し待っていただきます。ただし、スプリントセレクション参加者においては、競技者の責に起因する遅刻は失格とします。 

スタート 
1 分前枠 地図配布 

⇧徒歩約 30 秒⇧ 
2 分前枠 位置説明表配布 
3 分前枠 - 

⇧徒歩約 2分⇧ 
6 分前枠 ナンバーカード・SI チェック 

6 分前になったら枠にお入りください 
ウォーミングアップエリア 
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【フィニッシュ】 
・フィニッシュは、パンチングフィニッシュです。フィニッシュステーションに SI カードを差し込んで反応確認してください。競技終了で
す。会場へは、緑のテープ誘導です。途中からスタート地区への誘導と合流します。フィニッシュ後は、速やかに会場に戻り SI
読み取り場所（計算センター）にて SI カードで計時とペナチェックを受けてください。地図は回収しませんのでスタート前の選
手には⾒せないようにお願いします。 

・フィニッシュ閉鎖時刻 13:30 です。競技途中でも中⽌して戻ってください。 
 
【地図販売】 
・地図販売は、スタート閉鎖後、地図が⽤意でき次第、受付付近にて販売開始します。１枚３００円です。 
 
【調査依頼】 
・調査依頼は、本部で受けつけます。書⾯にて（書式自由）名前、クラスを記入して提出してください。 
・回答は公式掲示板で掲示します。 
・成績速報に関することは速やかに（フィニッシュ後 30 分以内）⾏ってください。 
 
【表彰】 
・14:00 ころから順位が確定次第順次 3 位まで表彰します。 
・優勝者は恒例のバームクーヘンを予定しています。 
・OA,OB の表彰はありません。 
・スプリントセレクションにおける順位などについては主催者・主管者は関与いたしていません。 
 
3．競技情報 
【テレイン情報】 

びわこ地球市⺠の森は、滋賀県が 2001 年から旧野洲川河川敷を継続的・計画的に造成・植林し整備している公園です。
堆積した⼟砂由来の元「⼟手」の隆起があるため、テレイン内の比高は最⼤約 10ｍありますが全体としてはフラットなテレイン
です。（今回使⽤エリアに限ると比高は約 6ｍです）公園全体を俯瞰しますと、多くの林齢の若い森林と草地は手入れが⾏
き届き、⾛⾏度の高い部分が多くなっています。 

しかし、前回⼤会の北に位置する今回の新規メインエリアは、約3 分の 2 が自然林を積極的に保全するエリアにあたります。
自然林（天然林）は「⽵林」および「エノキを主たる高⽊とし、⽵の混在する雑⽊林」が多くを占め、⾛⾏度は高くありません。
⾛⾏度の低い森林の存在はスプリント競技のルート選択に（中央を流れる渡渉不可の河川・様々な理由により設けられた通
過不可の柵等の存在と共に）影響を及ぼします。 

また、公園の他の部分と同様の、「芝⽣などのオープンと若い広葉樹の植林で構成されるエリア」も存在します。このエリアは
本来⾛⾏度が極めて高いのですが、季節柄下草が繁茂して⾛⾏度がやや落ちる部分があります。 

そのほかにもテレイン内には比較的⼤きく、しばしば釣り⼈のいる池、地元のグラウンドゴルフ場、公園管理のためのストックヤ
ード等が存在します。池の周囲は通⾏可能ですが、釣りをしている⼈の邪魔にならぬように努めてください。グラウンドゴルフ場、
ストックヤード、およびテレイン外周の主要自動⾞道は⽴ち入り禁⽌です。 

遊歩道の多くはアスファルト舗装されています。未舗装道やオープンは舗装道と遜色のないくらい⾛りやすいですが、ラフオー
プンの部分は下草の繁茂程度も比較的多く、トップスピードの維持にはややパワーが必要です。 

下草由来の⾛⾏度の低下の表記については、⼤会 2 週間前の 6 月 23 ⽇時点での状態を基本的に基準にしています。
公園管理者は今後⼤会までに除草はしないそうなので、状態がこれより良くなることはありませんが、5 月以降、繁茂状態を経
過観察してきて、今後の予測も踏まえた表記にしていますので、表記と現地が⼤きく乖離することはないと考えます。 
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【コース情報】 
コントロール位置は易しいですが、競技者が高速で⾛りながら、複雑な状況下で地図を読み解釈する⼒、ルートチョイスをプ

ランし実⾏する⼒を試すコースを志向しています。 
テレインの制約上、一般的なスプリントコースよりは森林やラフオープンといった不整地を⾛⾏する割合が高くなる可能性があ

ります。テレインが広くないため、やむを得ずコントロール円・レッグ線が錯綜していますので勘違いから⼤きなミスをされないよう十
分注意してください。 

 
【コース距離、優勝設定時間】 

クラス 
距離

(km) 
登高(m) 

優勝設定 

時間（分） 

 

クラス 
距離

(km) 
登高(m) 

優勝設定 

時間（分） 

MA 3.0 30 16 WA 2.6 30 17 

M35 2.6 30 15 W35 2.3 20 17 

M50 2.3 20 15 W50 2.0 20 17 

M65 2.0 20 16 W65 1.6 15 17 

M75 1.6 15 17     

M80 1.5 10 18     

M15 1.8 15 12     

     B/OB 1.8 10 15 

     OA 2.6 30 15 

     N 1.7 10 20 

コース距離は直線距離で算出しています。競技時間は、60分です。競技時間を超えると失格です。 
 
【柵について】 

このテレインには様々な柵が存在します。個々の柵が通過可能か通過不可かは地図表記に従いますが、一部、紛らわしいものや
地図に表記されていないものも存在しますので例示します。 

① 通過不可の柵の例 

 
② 通過可能の柵の例 
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③ 地図に表記されていないもの︓小規模すぎるもの・仮設のもの 

 
 
【グラウンドゴルフ場】 

テレイン情報でも記しましたが、テレイン内には地元のグラウンドゴルフ場が存在します。グラウンドゴルフ場は⽴ち入り禁⽌で地
図には明記されていますが、現地にはテープ等の明示がされていません。誤って侵入しないように注意してください。 

手前に⾒える未舗装道より奥、草地は⽴ち入り禁⽌ 
 
【植⽣状態に関する追加情報】 

① 通⾏困難の植⽣の例 

 
② ⾛⾏困難の植⽣の例 

 
③ ⾛⾏可能の植⽣の例 

 
向かって左です。右は⾛⾏困難。  ラフオープンの下⽣えによる⾛⾏可能  手前が下⽣えによる⾛⾏可能。奥は⾛⾏容易。   
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森林内における下⽣えによる⾛⾏可能の例 
 
④⾛⾏容易の植⽣の例 

 
⾛⾏容易の森林              オープン（⾛⾏容易）         ⾛⾏容易のラフオープン 
④ 地図に記載されていない地物の例（いずれも地図表記上は⾛⾏容易の森林） 

 
シイタケほだ場。崩さないでください。   枝払いした枝等の集積地。腐朽したものは1段、2段上の写真でも確認できます。 

 
４．その他 
【問い合わせ先】できるだけメールでお願いします。 

⽊俣順 E-Mail kimata_j@yahoo.co.jp  TEL:090-8163-3741 
 
【留意事項】 
・公園内では、散歩されている⽅や小さなお子様連れのかたが⼤勢いらっしゃいます。その場所を使わせていただいています。一
般の方優先で競技してください。接触事故の無いように十分注意して競技に臨んでください。 

・主催者が参加者全員を対象に傷害保険に加入していますが、補償には限度が有ります。 
・ごみは、持ち帰ってください。 
・けが⼈を⾒たら競技を中断し救助を優先してください。 
・園内は原則禁煙です、喫煙は、決められた場所でお願いします。 
・⼤会参加申込時に記載頂いた個⼈情報は、本⼤会の運営目的以外には使⽤しません。 
なお、記録及び⼤会中の写真は、⼤会 WEB サイトや、新聞等に掲載することが有ります。 
・⼤会 WEB サイト http://shigaorien.nomaki.jp/parko2018_shiga.html 
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【SI カードについて】 
・競技は、ポイントオリエンテーリングです。1 番コントロールから順番に回って下さい。コントロールに着いたらコントロール認識番
号（2桁の数字）を確認しSIカードをコントロールユニットの穴に差し込んでください。コントロールユニットに差し込むいと赤色
ランプとピッという音で反応します。反応しないときは、コントロール台に設置の針式パンチで地図の空欄に押してフィニッシュ
時に係員に申告して下さい。 

・コントロールは決められた順序に番号順に回ってください。まわる順番を間違えた場合は正しい順番に回りなおして下さい。SI
では順番を記憶していますので、正しい順番にまわりなおすと失格にはなりません。 

・SI カードは、コントロール通過の証明になりますのでなくさないようにして下さい。SI 紛失の場合は、3000 円いただきます。 
 
【スプリント競技の通過禁止の表記について】 
今回のスプリント競技の地図は、⽇本スプリントオリエンテーリング地図図式JSSOM2007に従って作成されています。以下に

スプリント特有のおもな通過禁⽌事項を書きます。通常使われている⽇本オリエンテーリング地図図式（JSOM）では通過困
難（通過してもよい）ですがスプリント競技では通過禁止となります。違反すると失格になりますのでご注意ください。 
・通過禁⽌のがけ︓⼟がけ、岩がけを太い⿊の実線で表記。 
・通過禁⽌の池、河川、⽔路、湿地︓池、川、⽔路、湿地などのふちを⿊の実線で表記。⽔が無くても通過禁⽌。 
・通過禁⽌の植⽣︓ヤブ、植え込みで、深緑で表記。 
・通過禁⽌の壁、建物︓太い⿊の実線で壁を表記。同様に建物のふちを⿊の実線で表記。 
・通過禁⽌の柵、手すり︓太い⿊の実線に２本ひげで表記。 
・通過禁⽌の私有地、花壇、鉄道など︓⻩緑で表記。 


