第77回いちご一会とちぎ国体
デモンストレーションスポーツ
「オリエンテーリング」プレ大会
矢板市

in

長峰公園

プログラム
開
場

催 日：令和３年 1１月２７日(土) (雨天決行)
所：栃木県矢板市 長峰公園

主
催：矢板市、いちご一会とちぎ国体矢板市実行委員会
主
管：栃木県オリエンテーリング協会
協力クラブ：宇都宮市オリエンテーリング協会、
オリエンテーリングクラブ⊿下野、
下野市オリエンテーリングクラブ、
小川オリエンテーリングクラブ
上尾オリエンテーリングクラブ

※ご協力依頼
当日、体調不良を感じた場合は無理をせず、参加を見合わせくださるようお願い
します。
受付付近に新型コロナウイルス感染拡大予防の為、検温の用意をしております
検温にご協力をお願いいたします。
また、同様に手指消毒用のアルコールも用意していますので適宜ご利用ください
ますようお願いします。
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・矢板市市長挨拶
矢板市市長 齋藤 淳一郎
いちご一会とちぎ国体デモンストレーションスポーツ「オリエンテーリング開催１
年前記念大会」開催にあたり、各地より選手の皆様にお越しいただきますことは誠
に喜ばしく、矢板市民を代表して心から歓迎申し上げます。
矢板市は、東北自動車道や国道４号、JR宇都宮線が市内を縦貫している一方、日
光国立公園の一部である八方ヶ原を有し、豊かな自然に恵まれています。こうした
特性を活かし、スポーツ合宿の誘致など、スポーツと観光を結び付けたスポーツ
ツーリズムの推進に取り組んでおります。
ここ長峰公園は日本の都市公園百選に選定され、市民に親しみ愛される場所であ
ります。長峰公園でオリエンテーリングを実施するのは初めての試みですので、競
技をしながら秋の景観を楽しんでいただき、素晴らしい思い出を作ることができま
すよう心から願っております。また競技後は矢板市特産のりんごが旬を迎えており
ますので、道の駅等お立ち寄りいただき、ぜひお召し上がりください。
結びに、感染症対策を講じながら、大会開催にあたりご尽力いただいた栃木県オリ
エンテーリング協会をはじめ、関係各位に深く敬意を表すとともに、本大会が参加
される皆様にとって思い出深い大会になることをご祈念申し上げまして、歓迎のあ
いさつといたします。

・栃木県協会会長挨拶
栃木県オリエンテーリング協会 会長 岡崎 良昭
秋も深まり、少し肌寒い時期となりましたが、矢板市長宗公園を会場に「いちご
一会とちぎ国体」デモンストレーションスポーツ・オリエンテーリング競技プレ大
会を関係者皆様のご尽力で開催の運びとなりました。
コロナ過、大会開催を矢板市国体・スポーツ局と協議を重ねて、当初8月28日に
予定していましたところ、8月17日、栃木県の緊急事態宣言の発出が決まり、これ
により矢板市からも大会行事の活動自粛を提案され、プレ大会の延期をすることに
なりました。
用意されたテレイン・コースは、無理のない走力でのコースですので、初心者の
方はオリエンテーリングを体験し、経験者は一歩向上し、2022年9月3日開催の国
体のデモンストレーションスポーツ・オリエンテーリング大会参加への足掛かりと
してください。
コロナウイルス感染症の感染者が減少している中でも、大会開催を危ぶむ声もあ
りました。栃木県オリエンテーリング協会は、矢板市国体・スポーツ局と共に、各
種ガイドラインに基づいた十分な感染防止対策に努めてまいります。参加の皆さま
も、検温.・手指の消毒・マスクの着用などにご協力をお願い申し上げます。
最後にこの大会開催にあたり、地元矢板市の関係機関および市民の皆さまにも多
大なるご支援とご協力を賜りましたことに、心からの感謝を申し上げ、ごあいさつ
とさせていただきます。
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集合場所 ：栃木県矢板市 長峰公園 広場の北部(レイアウト図参照）
・初心者説明（公園内)（開場９:３0-１０:０0)
説明を受けたい方は受付前に説明コーナーへお越しください。
・受
付
: 10:00～12:00
当日参加できます
・初心者説明
：10:00～10:30
・開 会 式
: 10:30～
・スタート（事前） : 1１:０0～1２:10
（当日参加クラスは正規と同じ）: ～1２:30 /1レース目(成績は参考）
Extraコース 追加
～13:00
2レース目
・フィニッシュ閉鎖 : 14:00
・表 彰 式
：13:30～
競技役員 ：競技責任者・コースプランナー：荻田育徳
競技形態 ： ポイントオリエンテーリング スプリント競技
：
交通案内：・公共機関 : JR宇都宮線「矢板駅」下車
駅舎南の歩道橋で線路を超え、東側の主要道路へ出て北へ徒歩 約６分
・車 上記道路を南へ約３００ｍ 左 とちぎフットボールセンター駐車場
一方通行(舗装駐車場は使用不可
公園内の駐車場は使用しないでください。
駐 車 場 ： 有（無料）とちぎフットボールセンター駐車場
会場へ徒歩 約12分
矢板駅東の主要道路を南へ約３００ｍ 左
とちぎフットボールセンター駐車場 一方通行(舗装駐車場は使用不可）
公園内の駐車場は使用しないでください。
競技開始までは受付・トイレ利用以外は広場以外の立入を禁止します。
広場東側のトイレ以外は競技開始までは利用を禁止とします。
レイアウト図参照
更 衣 所 ： 青空会場です。受付横に女性用の更衣テントを設置します。
女性の方はご利用ください。
荷物の管理は自己責任でお願いします。

・トレーニングコースは設けていません、
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< 交通案内>

< 駐車場案内>

矢板北ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰ
会場
長峰公園

会場/長峰公園

拡大
矢板駅

コンビニ

矢板警察署

矢板警察署

道の駅やいた

矢板駅
R4

矢板ｲﾝﾀｰ

栃木フットボールセンター
駐車場(場内一方通行）
黄色のエリア内のみ可
・栃木県矢板市末広町４９−２
・矢板インター方面より北上して来られる方は
一車線になった直後（コンビニ手前）の信号を
左折(で、センター南に出られます。

受付(広場北側エリア)
会場では新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、マスクの着用をお願いし
ます。受付前に体温計測と手指の消毒をお願いします。また、受付に当日の体調管
理票を提出ください。
SIカードをレンタル予約の方はカード置き場よりリストを確認してご自分の物だ
けをお持ちください。他の方のカードは持っていかないようにしてください。
当日申込の方は申込書を記入して、受付で申込書・参加費と引き換えにカードを
お貸しします。
スタート時刻の指定はしません。スタート地点でリストの希望時間に名前を記入
ください。
コンパスを借りたい方は受付でお貸しします。（無料）貸出リストに記入いただ
きます。 ＊破損･紛失時は実費 SIカード9000円、コンパス3000円を戴きます。
返却も受付です。
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< 会場案内>
競技エリア
立入禁止

< 会場案内>
受付(広場北側エリア)
事前申込の方は体温計測と手指消毒後、
受付に体調管理票を提出してください。
SIカードをレンタルの方はカード置き場よ
りリストを確認してご自分の物だけをお持
ちください。他の方のカードは持っていか
ないようにしてください。
当日申込の方は申込書を記入して、受付
で申込書・参加費と引き換えにカードをお
貸しします。スタート時刻の指定はしませ
ん。スタート地点でリストの希望時間に名
前を記入ください。
スタート時間帯が決まっていますので、
受付後は希望時間をスタート時間リストよ
り選んで氏名を書いて確保してください。
2レース参加を希望の方は特に早めに記入さ
れることをお勧めします。

テラス
立入禁止

競技エリア
立入禁止

受付

利広ウ
用場ォ
しエー
てリム
くアア
だ内ッ
さをプ
い は

計ｾﾝ
初心者
説明

トイレ
競技エリア
立入禁止
一般来園者
駐車場
参加者は
駐車禁止

競技エリア
立入禁止

当日受付

１０：００～１２：００
地図枚数には限りがあります。
・当日参加費 ：
一般 １５00, 大学生 １０00円, 高校生 ８00円,

中学生 500円
グループ 1人につき：500円

駅方面より
公園入口からは駐車場より広場に入り、受付テン
トのある会場エリアへお越しください。
他のエリアはすべて競技エリアとなりトイレの利
用以外立入禁止です。

・2レース目参加費：500円
・SIカードレンタル：200円
・当日参加クラス（Extra以外は参考記録）
（個人）成人男子、成人女子、少年女子、
Extra
（グループ）男子組、家族組
※当日参加は地図の枚数に限りがあります。
確実に参加予定の方は下記アドレスに25日
までにメールをいただいた分は地図を確保し
ます。

・問合せ ：ocd.shimotsuke●gmail.com ●を@に変更してください
・当日問合せ ：080-5515-2165 (ogita) 当時tのメール対応はしません
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< 競技関係 >
・地図 (ISSprOM 2019 に準拠）
縮尺：1：3,000 、 等高線間隔： 2m
A4横、ビニール袋入り

走行可能度：4段階表示

・コントロール
SPORTident社の電子システムを使用します。
タッチフリー設定（差込接触タイプも使用可)

・競技時間 60分 *この時間を過ぎたら、フィニッシュに戻ってください
・スタート時刻 フリータイムスタートです
（スタート横のスタート時刻表の希望時間欄に名前を記入して予約ください）
・配布用コントロル位置説明

最大長さは 180mmを超えないサイズ です。

・コース
クラス

距離

登距離
(km)

競技時間
(m)

成人男子

2.6

61

60分

成人女子

2.2

58

60分

少年男子

2.2

58

60分

少年女子

1.4

29

60分

男子組

2.2

58

60分

女子組

1.4

29

60分

家族組

1.2

33

60分

Extra

2.4

63

60分
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< 競技関係 >
テレインプロフィール
テレインは公園内になりますが、園内の中央部は芝生エリアで周囲に周回道があ
ります。北側は山エリアで石の階段が主要な通路となります。また、階段部分は分
岐が多く、小径で見にくいので衝突などに注意が必要です。 南部は池と遊具のある
広場が多くを締めます。山エリアの南の部分はつつじなどが植林されていて、道い
がいの多くを通行禁止としています。地図にはパープルのクロスハッチで表記して
いますので、突っ切ることが無いよう願います。
競技中は公園外周の道路は歩道も含め通行禁止とします。
植込み・花壇以外はほぼ通行可能です。ただし、柵はすべて通過(横断)禁止です。
一部児童エリアは通行禁止とします。(パープルのハッチで表示/テープは無し）
（地図には通過禁止の表記をしている箇所があります。現地に青黄テープで表示し
ていますので通過しないようにしてください。）
公園内の道は一般の人やランナーも通行しますので接触等に注意して、ゆずり
あって通行してください。

・ＳＩカード
レンタルカードはSIAC（タッチフリー仕様）を貸出します。通常SIカードの使用もで
きます。
通常SIカードのマイカードでタッチフリーを利用したい方は受付でタッチフリー用
カードを有料で貸し出します。（200円）＊マイカードの提示をお願いします。
使用方法はステーション(ユニット)に３0ｃｍ以内に近づければ、カードが音と光で反
応します。カード先端部が赤く光ります。（ステーションは反応しません）
当日、見本を置きますので、練習をして反応を確認して使用方法を確認ください。
ステーションに挿入する必要はありませんが、コントロールでカード側に反応がない
場合は、ステーションの穴に挿入してステーションの音と光を確認してください。カー
ドに記録がない場合は失格となります。
＊ どちらも反応しない場合はステーションにぶら下げているピンパンチにて、地図の
リザーブ欄の１から順にパンチしてください。
カードの使い方は当日公式掲示板にも掲載しますので、必ず確認してください。
※ＧＰＳ機能付きの時計を使用する方は、時計とは違う手にカードを持つようにして
ください。誤作動で反応しない場合があります。

・石段部の通行注意ください
上から下る階段(人)が見えない

下から見
た階段

横からくだりではT字の左右が
見て人を認識できない所が有る。
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競技の流れ
受付からスタート地区まで1分です。誘導テープは有りません。
スタート時刻の3分前にスタート枠に入り、入る前に①クリア及び②チェックの順
にステーションの穴にカードを挿入して、カードの作動確認を行ってください。
2分前枠で位置説明をお取りください。地図はスタートと同時にお取りください。
1. スタートはパンチングスタートです。スタートステーションの穴にカード先端
を差し込んでからスタートしてください。スタートのチャイマーの合図に従っ
てスタートしてください。 (3秒前より単音カウントダウン：プ・プ・プ・
プー・・・長音でスタートです）
2. スタート枠から地図の△までは赤白テープに沿って行ってください。フラッグ
は有りますがチェック用のステーションは有りません。
3. コントロールに到着したらカードをステーションに30cm以内に近づけ、カード
の反応(音と先端部の赤い光)を確認してください。ステーションは反応しません。
接触式のSIカードはステーションの穴に差し込んでください。ステーションから
音と赤い光で反応しますので、確認してください。コントロールは指定された
順番に回ってください。間違えたときは、正しいコントロールから続けて行け
ば失格にはなりません。( S→1 →2 →④→3→4 →5 ・・ →F )
4. 最終コントロールからフィニッシュまでは赤白テープ誘導です。
5. フィニッシュはパンチングフィニッシュです（タッチフリーではありません）
（カードをステーションの穴に差し込んで反応を確認してください。フィニッ
シュ後は、後続選手の邪魔にならないようフィニッシュ場所より離れてくださ
い。フィニッシュ後は速やかにマスクの着用をしてください。
6. フィニッシュ後は計算センターに行きカードの読み取りを行ってください。
7. レンタルのSIカードはここで回収いたします。（2レース目を走る方は継続で使
用してください。 2レース目終了後に返却ください）
8. コンパスは受付に返却してください。
9. 地図は回収しません。地図をスタート前の競技者には見せないようにしてくだ
さい。
10. 途中で競技を棄権する場合も必ずコントロールカードを計算センターに提出
してください。
11. 無断で帰宅した場合も行方不明者として捜索対象となります。

調査依頼・提訴
・調査依頼は、本部備え付けの用紙に記入し、競技責任者に速やかに提出してくだ
さい。（フィニッシュ後15分以内）
調査依頼への回答は、書面にて公式掲示板に掲載します。
調査依頼の結果に対して納得できず提訴する場合は、本部にて所定の用紙に記入
し、本部に提出ください。提訴は調査依頼の回答後15分以内に提出ください。

8

大会中止について
・当日の天候等により、主催者が参加者の安全を確保できないと判断した
場合は大会を中止します。天候の目安は、栃木県内に警報以上の発令が出
た場合になります。その場合はHP上に中止の案内を出します。6時頃を目安
に判断します。

留意事項
・服装は特に制限はありません。節度ある服装をお願いします 金属ピン付シュー
ズの使用はできません
・会場の公園には自動販売機以外ありません。飲食物は事前購入しておくことを推
奨します。
周辺は駅方面の交差点にコンビニが有ります。

注意事項
・参加者が自分、又は他者に与えた損害・損傷については、主催者は責任を負いません。
・主催者はレクリエーション保険に加入し、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。補償には限度があります。
なお、万が一に備えて健康保険証を持参することをおすすめします。
・公園利用者の迷惑にならないようにご注意ください。また、休息等している公園利用者を
迂回して競技をしてください。
・公園利用者との接触や花壇等への侵入など渉外問題が発生した場合は直ちに運営者へ報告
してください。また、立禁侵入が発覚した場合は失格とします。
・公園内の樹木、花壇や工作物(一部立入禁止箇所あり、地図上に図示)を損傷しないようご
注意してください。
・ごみ等はお持ち帰りください。
・参加申込書にご記入いただいた個人情報は大会運営以外には使用いたしません。
・大会中に撮影した画像・ビデオ映像等の著作権は主催者に帰属するものとし、報告書や
HPに掲載することがあります。
・レンタルSIカードへの加工・書き込みは認めません。
・レース中に落ちているカードを発見した場合、拾ってフィニッシュまで持ち帰り、役員に
お渡しください。（紛失防止のためのゴム紐を用意しています。ご利用ください。）
・成績データの速報は的場氏のLap Center に掲載します。

皆様のお越しをお待ちしています。
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体調申告票
栃木県オリエンテーリング大会
（印刷して持参ください）

R3年11月27日
受付の箱に各自で入れてください

氏名
連絡先
当日朝の体温

体調チェック

℃

頭痛

あり

なし

倦怠感

あり

なし

咳

あり

なし

味/嗅覚
異常

あり

なし

その他
体調異常

あり

なし

・この申告票は大会参加者から感染者が確認され、当該保険所などから法律により
提出の要請された場合に提出することが有ります。
・大会後2週間を経過して、感染の報告が無ければシュレッターでカット後に焼却
ごみとして処分いたします。
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