ミルフィーユ杯（根本選手壮行会） プログラム
サクッとした走快感を感じよう！〜オリエンの軌跡を重ねて〜
発行日：2022 年 5 月 22 日

大会概要
開催日
2022 年 5 月 28 日(土) 雨天決行・荒天中止
会場
橘ふれあい公園 出会いの広場（青空会場） ※テラス・サンサン施設内に更衣室があります。
駐車場
橘ふれあい公園第二駐車場
主管・主催
千葉大学オリエンテーリング部
大会役員
実行委員長:

森下遥(千葉大学 2020 年度入部)

競技責任者＆コース設定者: 真家遼介(千葉大学 2020 年度入部)
運営責任者:

大六野祐斗(千葉大学 2020 年度入部)

イベントアドバイザー：

宮本樹（京葉オリエンテーリングクラブ）

アクセス
お車でお越しの方
東関東自動車道大栄 IC から約 20 分。佐原香取 IC から 20 分
公共交通機関でお越しの方
JR 成田線小見川駅から千葉交通府馬線旭中央病院行き乗車（約 9 分）
「田部倉庫前」下車（運賃 370 円）バス停より徒歩 15 分
行き 小見川駅発：9:00、11:01
帰り 田部倉庫前発：12:22、15;21
JR 総武本線旭駅から千葉交通府馬線小見川駅行き乗車（約 27 分）
「田部倉庫前」下車（運賃 590 円）バス停より徒歩 15 分
行き 旭駅発：10:10、11:55
帰り 田部倉庫前発：15:14
※バスの時刻表はこちら。バスの本数は少ないです。バスでお越しの際はご注意下さい。

当日スケジュール
10:00 開場・受付開始
11:00 トップスタート・当日申し込み締め切り
13:00 スタート閉鎖
14:30 フィニッシュ閉鎖・表彰式・根本選手壮行会（WOC に出場される根本選手に決意を述べていただきま
す！）
15:30 会場閉鎖
※公共交通機関を使われる方の中には、バスの時間の関係で開場時間よりも前に会場に着いてしまう方もいら
っっしゃると思います。その場合は、例外的に受付開始まで会場内で待機していただいて構いません。

※競技者の帰還状況によっては、表彰式と壮行会を前倒しにして開催する場合があります。

競技情報
開催場所
橘ふれあい公園
競技形式
ポイントオリエンテーリング(パークオリエンテーリング)

EMIT 社製電子パンチングシステムを使用

使用地図
「橘ふれあい公園」(2021 年度京葉オリエンテーリングクラブ作成、2022 年修正)
縮尺 1：4000 地図図式 ISSprOM2019 等高線間隔 2ｍ
特殊記号

テレインプロフィール
テレインは北側に橘堰があり、その他の大部分が里山からなる。山林部分は手入れが行き届いており走行可能
度が非常に高い爽快なテレインである。
競技予定エリア
競技予定エリアは以下の通りです。

（地理院地図をもとに作成）
クラス
クラス

参加資格

距離

アップ

優勝設定時間

ML

無制限

2.8km

120ｍ

20 分

WL

女性

2.3km

90m

21 分

MS

無制限

1,6km

50m

13 分

WS

女性

1,2m

35m

12 分

当日申し込み
すべてのクラスで当日参加が可能ですが、地図の枚数に限りがあるためご希望のクラスに出走できない場合が
あります。当日申し込みの場合の参加費は 2000 円です。

表彰対象
14:30 を目安に各クラス上位 3 名に表彰を行います。景品もあります。

会場案内
受付
受付では以下の業務を行います。
・バックアップラベルの配布
・当日参加の受付
・E カードとコンパスの貸し出し
・追加出走者のスタート時刻記入
※お申し込みの際に追加出走を希望された方は、スタ
ート地区へ向かう前に一度受付に起こしいただき、ス
タート時刻の記入をお願いします。
※当日の追加出走の申し込みは、地図が余っている場
合のみ可能です。その際は受付にて 500 円をお支払い下
さい。
競技中のピン付きシューズの使用は可能ですが、
芝生の保護のため会場での使用はご遠慮ください。
更衣室
更衣室を利用する方は、テラス・サンサン内の 201 と
202 の部屋をご利用下さい。
トイレ
会場、テラス・サンサン施設内の両方にあります。

↑会場付近レイアウト

競技の流れ
スタート
会場からスタートまでは 100ｍ、徒歩 1 分程度です。スタートの場所は上記レイアウトをご覧下さい。
スタート地区レイアウト
1 分前枠→

地図配布

地図配布

2 分前枠→

コントロール位置説明配

コントロール位置説明配

布

布

ML

WL

3 分前枠→

MS
WS
・3 分前枠では E カードのアクティベート及び役員による E カード番号の確認を行います。
・2 分前枠ではコントロール位置説明を配布いたします。必要な方は各自お取り下さい。
・1 分前枠では自分の出走クラスの箱から地図を裏向きのまま取り出して下さい。
・スタートチャイマーはスタート 10 秒前に長音が、スタート 5 秒前より 1 秒ごとに単音が、スタート時に長音

が鳴ります。
・遅刻出走をされる方は役員までお申し付けください。他の競技者と競技者のスタートの間に出走していただ
きます。なお、タイムはスタートリスト記載の正規の時刻から計算いたします。
・スタート閉鎖は 13:00 です。これ以降に出走することは出来ないのでご注意下さい。
・追加出走をされる方は全ての参加者が一本目を出走した後、フリースタートで出走していただきます。→追
加出走される方は、一本目を走り終わったあと、フリースタートで出走してください。その際はスタートの役
員にその旨を伝え、受付で記入された時刻にご自分で出走をお願いします。
競技中
・テレイン内における誘導は全てマーカーコーンで行います。
・競技中における詳しい注意事項は当日の公式掲示板に掲載いたします。必ずご確認をお願いします。
・コースの設定上、自動車が通行する道路を横断する可能性があります。係員がいた場合はその指示に従い、
十分に気を付けて競技を行ってください。
・競技エリア内には一般の公園利用者の方もいらっしゃいます。接触事故などトラブルが起きないよう、一般
利用者の側を通過する際はスピードを落とすなど、十分な配慮をお願いいたします。
・テレイン内には立ち入り禁止エリアがあります。絶対に入らないようにしてください。
・テレイン内に救護所・給水所はありません。ご注意下さい。
・競技中に怪我人を発見した場合は、速やかに近くの役員にお知らせ下さい。怪我人の救護は競技よりも優先
させてください。
フィニッシュ
・フィニッシュ地区ではマスク配布と給水を行います。
・フィニッシュ地区から会場までは係員の指示に従って移動して下さい。距離は 500m、徒歩 7 分程度です。
・計算センターは会場内にあります。忘れずに読み取りを行って下さい。E カードをレンタルされた方はこの時
に E カードの返却をお願いします。
・フィニッシュ閉鎖は 14:30 です。その時間までにフィニッシュを通過して下さい。通過していただかないと捜
索の対象となってしまいます。

注意事項
・テレイン内及び会場内は火気厳禁です。
・テラス・サンサン施設内は土足厳禁です。
・参加者側が自己または他人に与えた損害などについて主催者側は一切責任を負いません。
また、主催者側でスポーツ保険等への加入は行いません。
・レンタル E カードを紛失された場合、実費をお支払いいただきます。
・地図販売はいたしません。

新型コロナウイルス対策
本大会は、日本オリエンテーリング協会の定める、「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」に基づき行います。
http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_1.pdf
http://www.orienteering.or.jp/joa/2020/2020_0720__COVID-19_2.pdf

また、本大会は大会開催日において下記の事例が存在した場合、中止の判断をいたします。
・千葉県に緊急事態宣言や来県自粛要請が発令された場合。
・大会開催 2 週間前の期間内に、多くの運営者が感染者または濃厚接触者となってしまった場合
・大学から部としての活動許可がおりなかった場合
以下に当日の感染症対策について掲載します。
1．こまめな手洗い・消毒を行って下さい。
2．競技中以外のマスクの着用を必須とします。
3．参加者同士密にならないように配慮をお願いします。食事等でマスクをはずす時は対面にならないよう気を
つけて下さい。
4．感染拡大防止のため、当日の朝に以下のフォームにて体調チェックシートにご回答をお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9uqEcLowvrxRzFTl5URhp949R_nHOFJiFvAzTbKkYQ5SHg/viewform?usp=sf_link

キッチンカーについて
キッチンカーとしてバレルカフェさんを呼んでいます。
あまり売れないと赤字になってしまうかもしれません
ぜひぜひ昼食はキッチンカーでご購入下さい！
場所
テラス・サンサン前のスペース（詳細な場所は上記の会場付近レイアウトをご覧下さい）
メニュー
ケバブサンド 500 円～
ケバブライス 600 円～
フライドポテトセット 200 円、単品 300 円
ガーリックチキン 600 円
クラムチャウダー400 円
おからどーなつ 300 円
おからマフィン 400 円
バナナスムージー300 円
豆乳チャイラテ 300 円

お問い合わせ先
何かございましたら、以下の連絡先までご連絡ください。
メールアドレス：cuoc.comp26.general★gmail.com
大会 Twitter：★cuoccomp

（★→＠）（担当：森下）

