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ご参加いただき、ありがとうございます。プログラムを良くお読みになり、大会の流れや、
注意事項をご理解いただき、オリエンテーリングをお楽しみください。

概要
主催

オリエンテーリングクラブ ワンダラーズ

後援

神奈川県オリエンテーリング協会

大会責任者：茅野耕治
運営責任者：今井信親
競技責任者兼コース設定者：伊藤清

大会会場

横浜市中区本牧山頂公園

開催期日

平成３０年１月１４日（日） 雨天決行、荒天中止

集合場所

本牧山頂公園レストハウス

競技形式

パークオリエンテーリング、 SI 使用

交通
本牧山頂公園の入口を「和田山口」に限定します。
本牧山頂公園へのアクセスは JR 山手駅等たくさんありますが、いずれもレストハウスに
至る道が競技エリアの中心を通りますので、入口を「和田山口」のみとします。

【電車・バス】
●JR 線「桜木町駅」から市営バスにて「和田山口」下車、徒歩１０分
１０５系統「本牧車庫前」行き等 ９分から１２分間隔 乗車時間約２５分
５８系統「磯子車庫前」行き等 １６分から２６分間隔 乗車時間約２５分
料 ２２０円
桜木町駅前のバス乗り場２番
●JR 線「根岸駅」から市営バスにて「和田山口」下車
１０１系統「保土ヶ谷車庫前」行き等 １４分から１７分間隔 乗車時間約１５分
５８系統「桜木町駅前」行き等 １７分から２８分間隔 乗車時間約１５分
料 ２２０円
根岸駅前のバス乗り場１番
バス下車後、すぐ近くの歩道橋に上がり、そのまま西に直進して下さい。

【車】
●「和田山口」に隣接して、本牧通りのベイ ウン本牧 5 番街（イオン本牧店前）の奥に
駐車場があります。
（信号『山手警察署前』と信号『大鳥中学入り口』の間）
【駐車場】
◎駐車台数
196 台
◎駐車料
60 分まで 300 円 以降 20 分ごとに 100 円
時間によっては近くの民間駐車場が安い場合があります。

イムスケジュール
９：３０～１２：００ 受付（事前、当日とも）
１１：００
ス ート開始（事前申込者、当日参加者）
１１：３０
ス ート開始（２本目出走者）
１３：００
ス ート閉鎖
１４：００
フィニッシュ閉鎖

レストハウスまでの通路
レストハウスはほぼ公園の中心にあり、テレインを横切る通路しかないため、
下記の通路（赤線）でご参加ください。誘導テープはありません。
「和田山口」バス停から、徒歩１０分。バス停を降りたら、すぐ近くの歩道橋に上がって、
そのまま西へ直進してください。

■会場
会場はレストハウス前の広場で青空会場です。レストハウス内では食事を取る等、
休憩はできますが占有はできませんので、荷物は置かないでください。
レストハウスには飲み物の自動販売機があり、コーヒー等の軽食もあります。

大会に関する事項
■計時システム
計時は、SPORTident社の電子パンチシステムを使用します。

■クラスと距離
距離は変更する場合があります。
Ｌ
３．５km up１２０ｍ
優勝設定 ２０分
Ｓ
２．７km up ６０ｍ
優勝設定 １５分
Extra ２．９km up ８０ｍ
優勝設定 １７分
L クラスはパークO ツアーの対象クラスとなります。
詳しくは、NPO 埼玉県オリエンテーリング協会のウェブページをご覧ください。
http://www.orienteering.com/~saitama/

■受付と受付時間
・事前申込受付 ９：３０～１２：００
事前受付にてチェックを受けて、レン ル SI カードを受け取ってください。
マイカードの人も受付でチェックを受けてください。 全員チェック
・当日申込受付 ９：３０～１２：００
当日受付にて申込書を提出し、レン ル SI カードを受け取ってください。
地図数に限りがありますので、先着順となります。受付終了の際はご了承ください。

公園内での現 授受を制限されていますので、当日参加費（2000 円、高校生以下 1000 円、
2 本目 500 円）は別途振込みをお願い致します。
事前に２本目を申し込まなかった方も、走りたいときは当日申込書に書いて手続きしてください。
・２本目（Extra)受付 １１：００～１２：３０
２本目（Extra)受付にて 1 本目を走り終わってから地図を受け取ってください。
SI カードは 1 本目のカードをそのまま使用します。
1 本目の読み取りをさせてから SI カードを受付で提示してください。
先に２本目（Extra）のコースを走らないでください。

・別途振込み方法
当日参加者と当日 Extra 申込者は、下記の口座に振込んでください。

ゆうちょ総合口座
記号１０２５０

番号９１０９５１１１

加入者名オーエルクラブ ワンダラーズ

他行からゆうちょ銀行への振込み
店名 O 二八（ゼロニハチ） 店番０２８

普通 口座番号９１０９５１１
加入者名オーエルクラブ ワンダラーズ

■競技
使用地図

「本牧山頂公園 201８ 睦月」
縮尺１：５,０００、 等高線間隔 ２ｍ ビニール袋入り
２０１７年１２月 再調査、修正、拡大。

競技規則
競技概要

日本オリエンテーリング競技規則に準じます。
・コントロール位置説明 ＩＯＦ記号使用。
・パンチングシステム（記印方法）は SPORTident 社電子カードを使用します。
・ス ート時刻は事前指定しません。１分間隔のス ート枠を自分で選んでください。
・ス ートはパンチングス ート、フィニッシュはパンチングフｨニッシュです。
・コントロール番号を十分に確認してください。
・ 属ピン付シューズは使用できません。
・コントロールの撤収は１４時を予定しています。表彰は行いません。
・交通量の多い道路の通行・横断があります。十分注意してください。
・競技中は公園利用者に十分配慮し、接触等にご注意ください。

■ス ート
会場より２０ｍです。
ス ート時刻（1 分間隔）はス ート地区においてあるス ート時刻表に各自記入してください。
混み合う場合は役員の指示に従ってください。
ス ート枠に入る前にクリアステーションで SI カードをクリアしてください。クリアステーションが
反応しなかったら役員に申し出てください。クリアとチェック
３分前になったらSIカードをチェックステーションでチェックし、各クラスのス ート枠に入って
ください。
１分毎にひとつ前に進みます。
２分前にコントロール位置説明を各自取ってください。
１分前に自分のクラスの地図を取ってクラスのみ確認したら、見ないようにして持っていてください。
ス ートの合図でス ートステーションに SI カードを差し、ランプが光るか音が鳴るのを確認してから
ス ートします。パンチングス ートです。

■フィニッシュ
最終コントロールからフィニッシュまでの誘導はありません。
パンチングフィニッシュです。
地図の回収はしません。まだス ートしていない競技者には地図を見せないでください。
フィニッシュでは SI カードを回収しません。
フィニッシュ後、各自 SI カードの 読み取り場所まで SI カードを持参し、役員に渡してください。
読み取り後にレン ルカードは回収し、マイカードは返却します。ただし、レン ルで 2 本目を走る人
はそのまま 2 本目も使用します。2 本目読み取後に回収します。

■成績、表彰
成績速報は会場にて掲示を行います。成績デー は的場氏の LapCenter に掲載いたします。
表彰は行いません。

■SI カード使用時の注意事項：
・ス ート
ス ート枠に入る前にクリアステーションでSIカードをクリアしてください。 ス ート枠に入るときには、
チェックステーションでチェックしてください。クリアステーションやチェックステーションが反応しな
い場合には、SIカードが故障している可能性がありますので、ス ート役員に申し出て、予備のカードを
使用してください。
・パンチ方法
コントロールに着いたらSIカードの先端をコントロールステーションの穴に差し込みます。パンチされた
時には「ピッ！」という電子音が鳴り、コントロールステーションの赤いランプが点灯します。必ず電子
音か光を確認してください。確認できない場合、SIカードに通過記録が残りません。
・ミスパンチについて
途中で間違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。したがって、間違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よいことになります。
【例 1】 7 → 8 → 9 と行くべきところ、8 を飛ばして 9 をパンチした（7 → 9）場合
⇒ 8 に戻ってパンチし、再び 9 をパンチする。
【例 2】 7 の次に 8 に行くべきところを他のクラスのコントロールX でパンチした場合
⇒ 8 に行ってパンチし、9 へ向かう。

・フィニッシュ
フィニッシュはフィニッシュステーションにSIカードを差し込み、電子音か光を確認してください。
・紛失・破損
SIカードを紛失した場合は失格となります。レン ルSIの場合は実費（5000 円）を負担いただきます。
また、破損・紛失によりデー の読み取りが不可能となった場合、記録は失格となります。
・拾得
レース中に落ちているSIカードを発見した場合、フィニッシュまで持ち帰り、役員にお渡しください。
・SIカードの加工
レン ルSIカードへの加工、書き込み等は認められません。
（脱落防止のための目的でゴムひもを付ける
ことは許可します）
・SIカードの使用方法に説明が必要な方は、本部役員にお尋ねください。

■服装と用具に関する注意
競技に適した服装をしてください。
・シューズ
属ピン付シューズは使用できません。
・コンパス
忘れた方には無料で貸し出します。

注意事項（必ずお読みください）
１．大会の参加は、自分自身の健康状態を十分考え、絶対に無理をしないでください。また、参加者が
自分自身あるいは第三者へ与えた損傷、損害、損失について主催者はその責任を負いません。
２．主催者はスポーツ傷害保険に加入し、主催者の責任における傷害については一定の補償を行います。
なお、万一に備えて健康保険証を持参することをお勧めします。
３．自分で出したゴミは必ず持ち帰ってください。また、花壇や植え込みに入ったり、樹木を傷ける等、
公園を損なうことをしないでください。
４．会場は一般の人が多く居る公園内です。ぶつかる事がないよう、充分に注意

して走行してください。
５．けが人の救助はすべてに優先されます。
６．大会参加申し込み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いたしません。
なお、記録および大会中の写真は本大会Web に掲載することがあります。

■プログラムに関する問い合わせは、以下にお願いします。
今井信親（いまい のぶちか）
ＴＥＬ ０３-５７０３－１１６０
nobu.chika★nifty.com （メール推奨）
当日携帯 ０８０-５７０３-０３３２

★→＠

ワンダラーズ HP（磁北線） http://kanto.me/tt2012/

