
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 
⽇ 時︓2018 年 7 ⽉ 8 ⽇（⽇）10:30 受付開始 ⾬天決⾏ 荒天中⽌ 
場 所︓滋賀県守⼭市 びわこ地球市⺠の森 管理事務所 
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 
受受付付時時刻刻︓︓1100::3300〜〜1111::0000（（当当⽇⽇エエンントトリリーー((オオーーププンン))有有））  
ススタターートト開開始始時時刻刻︓︓1111::0000（（予予定定））  
競競技技形形式式︓︓ススププリリンントト競競技技  、、JJOOAA 競競技技規規則則準準拠拠  
計計時時はは SSPPOORRTT  iiddeenntt（（SSII））をを使使⽤⽤  
地地図図︓︓  JJSSSSOOMM22000077 準準拠拠、、11︓︓55000000、、  
  等等⾼⾼線線間間隔隔 22ｍｍ、、ププリリンンタターー印印刷刷、、ポポリリ袋袋⼊⼊りり  
運営責任者 ︓⽊俣順 
競技責任者 ︓⽟⽊圭介 
コースプランナー  ︓坂⼝祐⽣ 
イベントアドバイザー ︓岩城⼤⾏ 

クラス分けと参加費 
クラス 制限、レベル 参加費他 

パーク O ツアー対象クラス 

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100円（SIレンタ
ル代のみ） 
＊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） 
 

 MA 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 
500 円/グループ/個⼈ 
（地図 1 枚/グループ） 

OA 上級者 当⽇エント
リー者 

⼀般 2,500 円、学⽣ 2,000
円、⾼校⽣以下 500 円 OB 中級者 

＊ 関⻄学連スプリントセレクション参加の⽅は、別途関⻄学連から⽰
される⽅法に従い、⼤学単位で申し込んでください。 

＊ 中九四学連スプリントセレクション参加の⽅は、別途中九四学連
から⽰される⽅法に従い、⼤学単位で申し込んでください。 

＊ 年齢は、2019 年 3 ⽉ 31 ⽇内に達する年齢です。 
＊ 各クラス優勝設定時間は 15〜20 分の予定です。 
＊ すべて中学⽣以下は 100 円（SI レンタル代のみ）です。 
＊ 年間申し込みの⽅、前年度ツアー優勝の招待選⼿もエントリー必要

です。会員サポートの 500 円、SI 貸し出しの場合は 100 円必要で
す。 

＊ 当⽇エントリーは地図が無くなり次第受付終了します。 
＊ プログラム郵送をご希望の⽅は 200 円追加してください。 
＊ ﾚﾝﾀﾙの SI を紛失した場合は、3,000 円いただきます。 
＊ 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、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。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。このエリアは 3 ⽉ 18 ⽇に開催したパークＯツアーin 関⻄ 2017 滋
賀⼤会で使⽤する予定でしたが、アクシデントのため使⽤できませんでし
た。今回満を持してお披露⽬します。 

● 滋賀県オリエンテーリング協会 WEB サイト︓ 
http;//shigaorien.nomaki.jp 

当日も参加受け付けいたします 

大会要項

Ver. 1.3 



● 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。
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。 

● 参加申込⽅法︓ 
(スプリントセレクション参加の⽅は下記の⽅法ではなく、別途それぞ
れの地区学連から⽰される⽅法で申し込んでください) 

１． JOY(Japan-O-entrY) でのエントリー（強く推奨）。 
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． メール、郵送でのエントリー。 
申し込み先︓kimata_j@yahoo.co.jp 
〒520-2331 野洲市⼩篠原 2314-1 グラン・ブルー野洲 408 号
⽊俣順気付 滋賀県オリエンテーリング協会 
振込先︓ゆうちょ銀⾏ 加⼊者⽒名︓今⾥裕⼦(イマザトユウコ) 
記号︓14680 番号︓524821 
(他⾦融機関からの振込の場合)店名︓四六⼋(ヨンロクハチ) 店
番︓468 預⾦種⽬︓普通 ⼝座番号︓0052482 
必要事項︓クラス、⽒名、ふりがな、所属、性別、年齢、マイ SI カー
ドナンバー(該当者のみ)、電話番号、年間申込・招待者か否か、E
メールアドレス、郵便番号・住所、⽣年⽉⽇(yyyy/mm/dd 形式)、
振込⾦額、プログラム郵送希望の場合はその旨 
 

３． 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。    
・4/22 パーク O ツアーin 関⻄兵庫⼤会 
・5/4 根ノ上⾼原つつじ祭り⼤会 
・5/13 関⻄学連第⼀回定例戦 
・5/27 ウエルカムリレー 
・6/17 全⽇本⼤会 
 

＊申し込みは、JOY でのネットエントリーでの省⼒化にご協⼒下さい。 
 

●申込締切︓2018 年 6 ⽉ 27 ⽇ (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
必要なかたは申し込んでください（200 円）。 

● 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。 
● コンパスの貸出し⾏いますが、紛失破損の場合は 3,000 円をいただき

ます。 
● トレーニングコースは設けません。 
● 問合せ先︓運営責任者（⽊俣順）Tel︓090-8163-3741 

E-mail︓kimata_j@yahoo.co.jp 
 
留意事項 

① ⼤会当⽇までオリエンテーリング⽬的でのテレイン⽴ち⼊りを禁⽌しま
す。特にスプリントセレクション参加者は別途地区学連から⽰され
る⽴ち⼊り制限を厳守してください。 

② 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
に⼗分ご注意ください。 
接触事故の無いように⼗分な注意をお願いします。 

③ 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
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。 

④ 体調の悪いときは、決して無理をしないで下さい。 
⑤ 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

いては、主催者は⼀切の責任を負いません。 
⑥ 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。 
⑦ 会場およびテレイン内は禁煙です（厳守）。 
⑧ 「プログラム」をよく読んでから参加してください 
⑨ 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」

をモットーに。 
⑩ 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

（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。
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
動に使⽤する場合があります。

 


