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２０１６オリエンテーリングフェスティバル in宮崎「プレ大会」              

          プログラム 

 
 

■ 開催日：2015年 10 月 10日(土)～12日(月・祝) 

      雨天決行・荒天中止 

■ 主 催：2016 ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 宮崎大会 

         実行委員会 

■共 催：宮崎県オリエンテーリング協会 

■後 援：宮崎市教育委員会、ＮＨＫ宮崎放送局 

     ＭＲＴ宮崎放送、ＵＭＫテレビ宮崎 

     宮崎県レクリエーション協会 

■競技種目：  10/10(土)：ｽｺｱｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ(スコアＯ) 

           10/11(日)：ﾎﾟｲﾝﾄｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ(ポイントＯ) 

          10/12(㈪・祝)ﾄﾚｲﾙｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ(トレイルＯ) 

          10/12(㈪・祝)ｼﾃｨﾛｹﾞｲﾆﾝｸﾞ 

■協 力：日本オリエンテーリング協会、ＮＰＯ法人ﾄﾚｲﾙｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会 

就労継続支援施設Ｂ型事業所「喜望」，岡崎ＯＬ協会、三河ＯＬＣ 

■競技規則：「日本オリエンテーリング競技規則」に準ずる。 

■パンチングシステム：ＥＭＩＴ社製電子パンチングシステム 
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第１日目(１０月１０日(土)ｽｺｱｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ(スコアＯ) 

Ⅰ．交通案内 

 

●車利用 
宮崎自動車道「宮崎ＩＣ」より一般国道１０号線を延岡、佐土原方面へ２５分。 

佐土原バイパス（国道 10号線）の途中より「久峰総合公園」へ。無料駐車場が多くあります。 

 

●公共交通機関利用 
 ＪＲ日豊本線「佐土原駅」下車。 タクシーで７，８分。（約１．５ｋｍ） 

 

●会場案内 
集合場所＝「多目的広場」北東部 

 

p p 

メイン会場 

集合場所：多目的広場の北東部 

「オリエンテーリング教室開催中」

の幟（のぼり）を目指してお越し下

さい。 

佐土原バイパスより 

p 
p 
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Ⅲ．テレイン情報 
  標高差３～４０ｍの尾根筋が東西に南面の運動

広場を取り囲むように伸びている。 

尾根の北東側には野球場、南西側にはテニスコ

ートを有し、尾根の南側中央部に陸上競技場と

多目的広場、そしてたくさんの遊具施設が設置

されている。尾根筋には遊歩道が設けられてお

り、展望台からは太平洋が望める。 

テレインとしては整備されており、尾根筋に上が

る各ルートは階段であったり、舗装された小道で

あったりする。 

 

Ⅳ．競技情報 
競技形態：スコアオリエンテーリング 

ポイントチェック方式：ＥＭＩＴ社製パンチングシス

テム（Ｅカード）を使用する。 

競技規則：日本オリエンテーリング競技規則に

準拠する。 

地図  縮尺 １：４，０００ 等高線間隔５ｍ 

     通行可能度 ４段階表記 

     特殊記号  青の○ 水飲み場 

             黒の× 人工特徴物 

        （例） 各種遊具施設 記念碑 

位置説明 日本語で表記します。 

 

クラス分け     

・①小学生以下を含むグループ 

・②中学生以下を含むグループ 

・③高校生以上一般のグループ 

・④小学生以下の個人男子 

・⑤小学生以下の個人女子 

・⑥中学生以下の個人男子 

・⑦中学生以下の個人女子 

・⑧１６～４０歳の個人男子 

・⑨１６～４０歳の個人女子 

・⑩４１～５５歳の個人男子 

・⑪４１～５５歳の個人女子 

・⑫５６歳以上の個人男子 

・⑬５６歳以上の個人女子 

 

Ⅴ．大会の流れ 
１．タイムスケジュール 
受   付  １１：３０ ～ １２：３０ 

競技説明  １２：３０ ～ （２０分間） 

スタート   １３：００ 

競技時間  ６０分（１時間） 

成績速報  随時行います。 

表彰式   １４：３０ ～ 

２．受付 
（ａ）事前申込者 

    事前申込者は、受付で参加チェックを行
い、レンタルＥカードやバックアップラベ

ルを受け取って下さい。 

コンパスを無料で貸出します。返却は受

付までお願いします。 

 

    （ｂ）当日申込者 
参加申込用紙に必要事項を記入し て

申込下さい。 

参加費を支払いレンタルＥカードやバック

アップラベルを受け取って下さい。 

コンパスを無料で貸出します。返却は受

付までお願いします。 

 

<貸出品を紛失された場合について> 

Ｅカード紛失の場合、実費 7,500 円、コン

パス紛失の場合、実費 2,500 円を申し受

けます。予めご承知願います。 

付属ゴムバンドをしっかり指にはめて競技

して下さい。 

 

参加費 
小学生：300円/人 

中学生：500円/人 

高校生：700円/人 

大学生以上：１，０００円/人 

グループは、上記個人単価ｘ人数 

ただし、上限、1,000円/Gｒとします。 

 

マイＥカード使用の場合、300 円引きにな

ります。 

Ⅵ．競技の流れ 
１． 競技説明 
 １２：３０から、スコアオリエンテーリングの競技方

法・ルールについて説明します。 

減点について重要なことを説明しますので、聞き

漏らさない様、注意してください。 

 

２． スタートエリアへ集合 
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スタート１０分前になりましたら、スタートエリアに

ご集合下さい。 

まず、Ｅカードのアクティベート（データのクリア

＝初期化）を行って下さい。係員がスタートユニ

ットを持って廻りますので、もれなくＥカードをア

クティベートしてください。 

 

３． 作戦タイム 
スタートの約１０分前から全員に地図をお渡しし

ますので、チェックポイントを効率良く廻る方法を

検討してください。 

点数は、遠いところのポイントが高得点になって

います。 

 

４． スタート 
スタート時刻は１３：００の予定です。 

スタート直後の近いところのポイントは、参加者

が殺到する可能性があります。譲り合ってけがの

無いようにしてください。 

 競技時間は６０分です。 

 

５． ゴール 
競技終了時間が近づいたら、全部廻り切れなく

ても時間内のゴールを目指して下さい。ゴール

はパンチングフィニッシュとなっています。（ゴー

ル地点でＥカードをユニットにはめる。） 

競技時間をオーバーした場合、1 秒～60 秒で

-50点、以下 1分ごとに 50点の減点になります。 

 

６． データの読み取り 
ゴール後、計算センターに行き、Ｅカードを係員

に渡し、データを読み取ってもらってください。レ

ンタルＥカードはここで回収します。 

成績集計は計算センターで自動的に行ないま

す。 

結果は成績速報所に掲示します。 

 

７． 調査依頼・提訴 
成績等に疑義があり調査依頼がある場合は、成

績速報が提示されてから 15 分以内に、所定の

用紙に記入して本部に提出してください。 

回答は公式掲示板に掲示します。 

回答に疑義がある場合は、回答を公式掲示後１

５分以内に所定の用紙により提訴することができ

ます。 

裁定委員は、当日発表します。 

８． 表彰等 
各クラス上位 3位まで表彰します。 

表彰は、成績が確定しだい本部前で行う予定で

す。 

 

Ⅶ．注意事項 
服装は特に制限を設けません。安全に競技でき

る服装で参加ください。 

一般の公園利用者がおりますので、接触事故等

無いよう注意して競技してください。 

参加者が自分自身、あるいは第三者に与えた損

害・事故等については、主催者は一切の責任を

負いません。 

スポーツ傷害保険に加入していますが、補償に

限度があります。 

万一に備えて、保険証（またはコピー）を持参す

るようお勧めします。 

 

Ⅷ．公式掲示板 
プログラムの内容が変更、取消又は追加となる

場合は、当日の公式掲示板に掲示します。参加

者は当日、公式掲示板を必ず見るようにしてくだ

さい。 

 

Ⅸ．その他 
気象条件（災害注意報発令等）や公共交通機

関の運行中止等の影響が出た場合は大会を中

止することがあります。 

その場合は、前日もしくは当日の朝 8 時をメドに

決定して宮崎県協会ＨＰに掲載します。  (宮

崎県ＯＬ協会) 

http://www.geocities.jp/kobae_1223/ 

大会が中止になっても大会参加費の返却はい

たしません。 

大会成績は後日宮崎県オリエンテーリング協会

ＨＰに掲載いたします。 

 

Ⅹ．問合せ先 
スコアＯ大会に関する問合せ（１０/7 まで）及び

大会当日の緊急連絡は下記携帯までお願いしま

す。 

携帯 090-5870-0969  

(実行委員長 小八重善裕 宛て) 

 

◆事前申込者 
宮崎 幸隆（福岡県） ⑫５６歳以上の男子 

http://www.geocities.jp/kobae_1223/
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第２日目：１０月１１日(日)ﾎﾟｲﾝﾄｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ(ポイントＯ) 

 

Ⅰ．交通案内 

 
 
●車利用 
・宮崎自動車道「宮崎ＩＣ」から、また、宮崎空港からレンタカーの場合、 

宮崎南バイパスを北上し、延岡、佐土原方面へ。さらに宮崎北バイパス（国道１０号線）を北上し、ＪＲ宮

崎神宮駅を過ぎて約６００ｍ、２つ目の信号交差点（右斜めに交番）を左折し約８００ｍ。「矢の先」交差点

を右折し県道４４号線を約２ｋｍ北上。「平和が丘入口」三叉路交差点で左折し２００ｍ。平和が丘幼稚園

のある交差点を左折し約９００ｍで平和台公園東側駐車場に到着する。 

無料駐車場です。 

●公共交通機関利用 
 ＪＲ日豊本線「宮崎神宮駅」下車しタクシーで１０分。 バスでのアクセスは、ＪＲ宮崎駅、ボンベルタ橘前、

宮交シティのバス停で「平和台行き」に乗車、または宮崎空港（ボンベルタ橘前で乗り継ぎ【宮崎駅・小

林駅行き】後、「平和台行き」に乗車し、「平和台」で下車。 

●バス停から会場への案内 
「平和台」バス停からは下図のルートで会場入りして下さい。 

Ｐ 

平和台バス停 

矢の先交差点 

交番 

平和が丘入口 
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Ⅱ.会場案内 
「運動広場」の奥南東部側・・・オリエンテーリングの幟（のぼり）を目印に集合願います。特に誘導はし

ません。 

＜車の場合＞ 青色線に沿ってお越し下さい。     

＜バス利用の場合＞バスを下車後、赤色破線に沿ってお越し下さい。 

 

 

駐車場 

平和台バス停 

メイン会場 
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Ⅲ．テレイン情報 
  標高差３～４０ｍの尾根筋が西北西から東南東

方向に２本伸びている。 

南側の尾根の中央部に「八紘一宇」の塔がそび

え立っている。尾根筋には遊歩道が整っており、

所々に休憩所や展望台が設けられている。野鳥

観察の場所もある。北側の尾根の先端部には、

運動広場と遊戯広場が広がっている。遊歩道の

傾斜地は階段状になっており、多少スピードは

抑え気味となってしまう。 

沢の道は舗装されており、走れる。 

遊歩道の無い尾根筋は、通りやすい尾根と通行

困難な尾根がはっきりしている。上級者向けに

通行しやすい尾根を使ったコースを組んでい

る。 

 

Ⅳ．競技情報 
競技形態：ポイントオリエンテーリング 

 

ポイントチェック方式：ＥＭＩＴ社製パンチングシス

テム（Ｅカード）を使用する。 

競技規則：日本オリエンテーリング競技規則に

準拠する。 

地図  縮尺 １：７，５００ 等高線間隔５ｍ 

     通行可能度 ４段階表記 

     特殊記号  青の○ 水飲み場 

             黒の× 人工特徴物 

        （例） 各種遊具施設 記念碑 

位置説明 グループ、Ｂクラスは日本語表記、そ

れ以外はＩＯＦ記号表記です。 

クラス分け     

・①小学生以下を含むグループ 

・②中学生以下を含むグループ 

・③高校生以上一般のグループ 

・④小学生以下の個人男子 

・⑤小学生以下の個人女子 

・⑥中学生以下の個人男子 

・⑦中学生以下の個人女子 

・⑧１６～４０歳の個人男子 

・⑨１６～４０歳の個人女子 

・⑩４１～５５歳の個人男子 

・⑪４１～５５歳の個人女子 

・⑫５６歳以上の個人男子 

・⑬５６歳以上の個人女子 

・⑭年齢無制限Ｂクラス 

 

 
コー

ス 
クラス 距離 登高 優勝設

定時間 

１ 小学生Ｇｒ 1.6km 20m 25分 

２ 中学生Ｇｒ 1.8km 60m 25分 

3 高校生Ｇｒ 2.1km 110m 25分 

4 小学生個人 1.6km 30m 25分 

5 中学生個人 1.9km 60m 25分 

6 16/40 男子 2.6km 130m 30分 

7 16/40 女子 2.2km 90m 35分 

8 41/55 男子 2.3km 110m 30分 

9 41/55 女子 2.1km 80m 35分 

10 56 上男子 2.0km 110m 30分 

11 56 上女子 2.0km 80m 30分 

12 Ｂクラス 2.1km 90m 30分 

 

Ⅴ．大会の流れ 
１．タイムスケジュール 
受   付  ９：３０ ～ １１：３０ 

競技説明  １０：００ ～ （２０分間） 

スタート   １０：３０ ～１２：００ 

競技時間  12０分（2時間） 

ゴール閉鎖 １4：0０ 

成績速報  随時行います。 

表彰式   １４：３０ ～ 

 

 

２．受付 
（ａ）事前申込者 

    事前申込者は、受付で参加チェックを行
い、レンタルＥカードやバックアップラベ

ルを受け取って下さい。 

コンパスを無料で貸出します。返却は受

付までお願いします。 

 

    （ｂ）当日申込者 
参加申込用紙に必要事項を記入し て

申込下さい。 

参加費を支払いレンタルＥカードやバック

アップラベルを受け取って下さい。 

コンパスを無料で貸出します。返却は受

付までお願いします。 

 

<貸出品を紛失された場合について> 
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Ｅカード紛失の場合、実費 7,500 円、コン

パス紛失の場合、実費 2,500 円を申し受

けます。予めご承知願います。 

付属ゴムバンドをしっかり指にはめて競技

して下さい。 

 

参加費 

小学生：300円/人 

中学生：500円/人 

高校生：700円/人 

大学生以上：１，０００円/人 

グループは、上記個人単価ｘ人数 

ただし、上限、1,000円/Gｒとします。 

マイＥカード使用の場合、300 円引きにな

ります。 

 

 

 

Ⅵ．競技の流れ 
 

１． 競技説明 
 １0：0０から、初心者向けにポイントオリエンテー

リングの競技方法・ルールについて説明しま

す。 

 

２． スタート時刻の指定 
スタートは１～２分間隔で行います。 

第 2受付で各自のスタート時刻を指定します。 

 

３． Ｅカードのアクティベート 
スタート 3分前になったら、スタート枠の入口で、

Ｅカードのアクティベート（データのクリア＝初期

化）を行って下さい。Ｅカードをアクティベートし

ないと各ポイントでの記録が正しく行われませ

ん。 

 

４． 更衣所 
男子用の更衣所は特に設けません。女子用の

更衣テントのみ用意します。 

 

５． スタート 
スタート場所は本部の近くです。 

スタートは１０：３０～の予定です。 

地図上のスタート地点（△マーク）まで赤色テー

プで誘導されます。そこから 1 番ポイントを目指

してください。 

 競技時間は９０分です。 

  遅刻した場合、Ｅカードをスタート係員に提示し、

係員の指示に従ってスタートしてください。この

場合、記録は正規のスタート時刻からの時間と

なります。 

【Ｅカード使用時の注意事項】 

  Ｅカードはコントロールを通過した証拠をカード

に記録する仕組みになっています。 

 同じ番号のコントロールを２回以上パンチした場

合、最初のパンチのみ記録されます。 

間違ったコントロールをパンチした場合、その後

正しいコントロールを順にパンチすれば問題あり

ません。 

 Ｅカードが正常に動作しなかった場合、バックア

ップラベルで通過が確認できれば失格にはなり

ません。 

 

 

６． ゴール 
ゴール閉鎖時間の１３：３０が近づいたら、全部

廻り切れなくてもゴールを目指して下さい。ゴー

ルはパンチングフィニッシュとなっています。（ゴ

ール地点でＥカードをユニットにはめる。）この時

の時刻がゴール時刻と記録されます。 

 ★途中で競技をやめる場合も、必ずフィニッ

シュ(ゴール)を通って下さい。 

 フィニッシュを通過しないと未帰還者とし

て捜索することになります。 

ゴールではクレームの受け付けは行いませ

ん。本部に申し出てください。 

 

７． データの読み取り 
ゴール後、計算センターに行き、Ｅカードを係員

に渡し、データを読み取ってもらってください。レ

ンタルＥカードはここで回収します。（コンパスを

借りた方は受付へ） 

成績集計は計算センターで自動的に行われま

す。 

結果は成績速報所に掲示します。 

地図は回収しませんが。出走前の参加者に見

せないようご注意ください。 

 

 

８． 調査依頼・提訴 
成績等に疑義があり調査依頼がある場合は、成

績速報が提示されてから 15 分以内に所定の用

紙に記入して本部に提出してください。 
回答は公式掲示板に掲示します。 
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回答に疑義がある場合は、回答を公式掲示後

15 分以内に所定の用紙により提訴することがで

きます。 

裁定委員は、当日発表します。 

 

９． 表彰等 
各クラス上位 3位まで表彰します。 

表彰は、成績が確定しだい本部前で行う予定で

す。 

成績は Web で公開します。成績表郵送希望の

方は本部でお申し込みください。（費用は 300円

です） 

 

Ⅶ．注意事項 
服装は特に制限を設けません。安全に競技でき

る服装で参加ください。 

一般の公園利用者がおりますので、接触事故等

無いよう注意して競技してください。 

参加者が自分自身、あるいは第三者に与えた損

害・事故等については、主催者は一切の責任を

負いません。 

スポーツ傷害保険に加入していますが、補償に

限度があります。 

万一に備えて、保険証（またはコピー）を持参す

るようお勧めします。 

会場及び競技エリアは、火気厳禁・禁煙です。 

ゴミは必ず各自でお持ち帰りください。 

トイレが少ないので、できるだけ来場までに済ま

せていただきますようお願いします。 

忘れ物があった場合、事務局で大会後 1 ヶ月

間保管しますのでお問い合わせください。 

 

Ⅷ．公式掲示板 
プログラムの内容が変更、取消又は追加となる

場合は、当日の公式掲示板に掲示します。参加

者は当日、公式掲示板を必ず見るようにしてくだ

さい。 

 

Ⅸ．その他 
気象条件（災害注意報発令等）や公共交通機

関の運行中止等の影響が出た場合は大会を中

止することがあります。 

その場合は、前日もしくは当日の朝 8 時をメドに

決定して宮崎県協会ＨＰに掲載します。 

  (宮崎県ＯＬ協会) 

http://www.geocities.jp/kobae_1223/ 

大会が中止になっても大会参加費の返却はい

たしません。 

大会成績は後日宮崎県オリエンテーリング協会

ＨＰに掲載いたします。 

 

Ⅹ．問合せ先 
・ポイントＯ大会に関する問合せ（10/１０まで）及

び大会当日の緊急連絡は下記メール・携帯ま

でお願いします。 

Kobae4446■gmail.com ■=@に変換して下さ

い。 

 携帯 090-5870-0969 （競技責任者 小八重

宛て） 

 

◆事前申込者 
宮崎 幸隆（福岡県） ⑫５６歳以上の男子 

スタート時刻 １０：３０予定 

 

 

 

http://www.geocities.jp/kobae_1223/
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第３日目：１０月１２日(月・祝) 

ﾄﾚｲﾙｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ(トレイルＯ)＆シティロゲイニング 

    会場はともに「県立総合文化公園」 
 以下は「トレイルＯ競技」の説明です。「ロゲイニング競技」の説明は１５ページ以降をご覧下さい。 

Ⅰ．交通案内 
●車利用 
宮崎自動車道「宮崎ＩＣ」より宮崎北バイパス（国道１０号線）を延岡、佐土原方面へ１５分。 

宮崎神宮東町交差点を左折し約２００ｍ西へ進み、左斜めに折れ、宮崎神宮前をそのまま直進。 

３００ｍで文化公園東に当たる。そこを右に曲がり次の「護国神社前交差点を左折して２００ｍ。 

公園駐車場に到達します。無料駐車場です。駐車場が満車の場合、南側の駐車場ではなく、北側道路

を西進し、「船塚三丁目交差点」を右折し１７０ｍ程北に進み、「つまがり整形外科」の南側を右折して７，

８０ｍの所にある臨時駐車場をご利用ください。 

 
 

●公共交通機関利用 
 ＪＲ日豊本線「宮崎神宮駅」下車。徒歩１０分  

 
Ⅱ.会場案内 
集合場所＝「公園北休憩所」・・・オリエンテーリングの幟（のぼり）を目印に集合願います 

 

県立総合   

文化公園 

宮崎神宮東町

交差点 

臨時駐車場 

公園北側 

駐車場 
集合場所 

北休憩所 
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Ⅲ．トレイルＯテレイン情報 
総合文化公園には県立図書館、県膣美術館、そし

て県立芸術劇場、メディキット県民文化センターの

建物が東側半分に位置し、西側にフラットな芝生

地が広がっています。 

標高差は３ｍ以内で、車イス利用の方もエスコート

無しで競技に参加できます。 

平日でも近隣の住民の方が早朝からウォーキング

やジョギングをされています。休日になるとご家族

連れで軽スポーツをしたり、グループで太極拳等

の練習をしています。 

大会当日も一般利用者が多いと予想されます。競

技者は注意して競技を行ってください。 

 

Ⅳ．トレイルＯ競技情報 
競技形態：トレイル・オリエンテーリング   

       個人ポイント競技（エスコートの方は一

緒に回れます。） 

       パンチ吊り下げ方式 

（ポスト毎に設置されたパンチでチェック） 

競技規則：日本トレイルＯ競技規則準拠 

地図：縮尺 １：４，０００ 等高線間隔 ２．５ｍ 

   透視可能度 ３段階 

   ＪＳＳＯＭ２００７準拠 

（トレイルＯ用に一部修正）     

  A4版 プリンター印刷・ポリ袋封入済 

① 青色の○ 水飲み場 

② 緑色の○ 直径 30cm 以上の目立つ木 

③ 緑色の● 直径 30cm 以下の木 

④ 黒色のＴ 時計付きの柱 

⑤ 黒色の× 人工特徴物 

(例) 各種モニュメント・記念碑 

位置説明：Ａクラスは IOF記号 

    Ｂ,Ｎクラスは日本語表記します。 

コースプロフィール    

項  目 Ａ Ｂ Ｎ 

コース距離(km) 1.5 1.2 1.0 

コントロール数 20 14 10 

ＴＣの数 1か所 

2問 
無し 無し 

ＤＰ板の色 黄色 橙色 桃色 

競技時間(分) 150分 100分 60分 

略称はつぎの通りです。 

ディシジョンポイント・・・[ＤＰ] 

タイムコントロール・・・・[ＴＣ] 

  Ｎクラスは初心者コースです。 

  Ａクラスの競技時間は、ＴＣに要する時間は含

めません。 

コース距離、コントロール数変更の場合は、当

日公式掲示板に掲示します。 

 

Ⅴ．トレイルＯ大会の流れ 
１． タイムスケジュール 
受付   9：30～11：30（事前・当日共） 

スタート 10:30～12:00(12時スタート閉鎖) 

競技時間 10:30～14:30 

閉鎖   14:30予定 

成績速報 随時行います。 

表彰式  14:30～ （確定次第行います） 

 

２． 受付 
（ａ）事前申込者 
 ・事前申込者には、スタート時刻を指定しま

す。 

 ・コントロールカード（ＣＣ）を受付で受け取って

下さい。 

 ・ＣＣ用ゴム紐は受付で取ってください。 

 ・コンパスを無料で貸し出します。返却は受付

までお願いします。 

 ・紛失・破損の場合は実費（2,500 円）弁償とな

ります。 

（ｂ）当日申込者 
 ・参加申込用紙に必要事項を記入して申込下
さい。 

 ・参加費を支払いスタート時刻の指定を受けて、

コントロールカード（ＣＣ）、ＣＣ用ゴム紐を受け

取って下さい。 

・コンパスを無料で貸し出します。返却は受付

までお願いします。 

 ・紛失・破損の場合は実費（2,500 円）弁償とな

ります。 

 ・初心者説明は、体験コースＮクラスと、Ｂクラス

の希望者に行います。初めての方は必ず受

けてください。希望の方は受付まで申し込ん

で下さい。 

 ・当日申込者のスタートは事前申込者の後とな

る予定です。 
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 ・参加費 
区分 Ａ Ｂ Ｎ 

小中学生 300円 500円 300円 

高校生 700円 700円 500円 

大学生 2000円 700円 500円 

一般 2000円 700円 500円 

Ⅵ．競技の流れ 
１． スタート 
・事前申込の方はスタート時刻を指定していま

す。 

・スタートは会場の近くです。 

・スタート地区には 3 分前までに集合して下さ

い。スタート地区にはクラス別に 3 分前、2

分前、1分前の枠があります。 

・時計は現在時刻を表示しています。呼び出

しはしません。 

・スタート 3 分前になりましたら自分のクラスの

3分前枠に入り、１分前の枠で地図を取って

下さい。 

・スタートチャイムに合わせてスタートして下さ

い。 

・遅刻者は遅刻枠に入り、係員の指示でスタ

ートして下さい。遅刻した場合は、スタート

時刻は訂正せず競技時間が短くなります。 

２． 競技の説明 
・コントロールは 1 番から順番にまわって下さ

い。 

・パンチは吊り下げ方式です。次のコントロー

ルに向かう方向に少し進んだところの道端に

吊り下げてあります。 

・パンチには該当するクラス、コントロール番号

を表示します。 

・ＣＣの正解と思う欄に正解をパンチして下さ

い。ＣＣは 2 枚一組です。2 枚重ねて枠内に

正確にパンチして下さい。 

・１つのコントロールについて、該当する 1 列

の欄内に複数のパンチが確認された場合

（ダブルパンチ）、パンチが判別できない場

合は不正解となります。 

・Ａクラスには正解無しのコントロールがあり、

その場合はＣＣのＺ欄（正解無し）にパンチし

て下さい。 

・競技制限時間を超過した場合は５分につき、

1点の減点になります。 

・競技者が立入できるのは舗装された公園内

の道と一部の指定された区域のみです。そ

れ以外は立ち入り禁止です。 

・携行品は、コンパス、時計、地図固定のため
のボード、年配者用拡大鏡、飲料水、常備

薬、若干の食物（飴など）の持込みを認めま

す。 

・競技中の競技者同士の情報交換・私語は禁

止します。 

・給水所は設けません。必要な方は各自で用

意して下さい。 

３． ＴＣ（タイムコントロール） 
・IOFで定めた新方式で実施します。 

・Ａクラスは 1か所 2問の課題です。 

・TC 待機所では、係員の指示に従って静粛

にお待ち下さい。 

・TCでは、一切の質問を受付けません。 

・TC 初心者の方は、事前に説明を受けてから

スタートして下さい。 

 

 ＜TCの実施方法＞ 
① 係員にＣＣを渡し、イスに座って下さい。 

② 上部がまとめられた地図セットか、バラバラ

になった地図セットかを選択します。 

③ 地図セットには表紙がついています。始まる

まで表紙をめくらず、そのままお待ち下さ

い。 

④ 5 個又は 6 個のフラッグがあります。正解無

しはありません。 

⑤ 役員が「前方に５又は6個のフラッグがありま

す」と言った後、左から「アルファ」、「ブラボ

ー」、「チャーリー」、「デルタ」、「エコー」、（6

個の場合は、さらに「フォックストロット」）と、１

つずつ指差し確認します。 

⑥ 「でははじめます ハイ」と言う係員の声で、

表紙をめくり競技を開始します。 

⑦ 回答は回答板を指差すか、声で「アルファ」

「ブラボー」「チャーリー」「デルタ」「エコー」

「フォックストロット」と係員にわかるように回

答して下さい。エー、ビー、シーなどと答え

た場合は、係員が聞き間違えても責任はとり

ません。 

⑧ 回答板を指でさす場合、指した指は係員が

復唱するまで、そのまま離さないで下さい。

復唱している間、2 枚目の地図を見てもかま

いません。 

⑨ 1問目の回答が終わったら、1問目の地図を

めくり 2問目を回答して下さい。 

⑩ 2問目の回答も、1問目と同様の方法で回答

して下さい。 

⑪ 制限時間は 2問で 60秒です。60秒以内で

2問回答して下さい。計時は、「では、始めま
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す、ハイ。」の合図から 2 問目の回答までの

所要時間を計測します。50 秒経過時点で

「残り 10秒」と係員が言います。 

⑫ 計算方法は、ＴＣでは得点ではなく 2 問回

答した秒数のみで競います。不正解の場合

ペナルティとして、1問につき 60秒が加算さ

れます。2 問間違えると 120 秒加算されま

す。 

⑬ 60 秒以内に回答が無い場合は、2 問とも不

正解になります。1問目だけ答えて 2問目が

60 秒を超えた場合は、2 問目だけが不正解

となります。 

⑭ 1 問目を必ず回答してから 2 問目に進んで

下さい。1 問目が無回答では 2 問目に進め

ません。 

⑮ 回答する前に次の地図を見たり、前の地図

を見直してはいけません。その回答は無効

になります。 

※ 各クラス共に得点が同じ場合、ＴＣの所

要時間が短い方が上位になります。 

４． フィニッシュ 
・フィニッシュ閉鎖は１４：３０の予定です。 

・１４：３０を過ぎた時は、速やかに競技を中止 

して、フィニッシュに向かってください。必ず

フィニッシュは通過してください。 

・フィニッシュ地点で、ＣＣを係員に提出して 

フィニッシュタイムを記入してもらって下さい。 

   ・地図の回収はいたしませんので、スタート前

の競技者の目に触れない様、取り扱いには

注意して下さい。 

   ・フィニッシュでは調査依頼、申告等は受付し

ません。本部に申し出て下さい。 

５． コントロールカード（ＣＣ）返却 
 ・競技者は本部に行き、ＣＣを切り離さないで

提出して下さい。 

   ・Ａクラスは、競技者控え用ＣＣを受け取って

下さい。 

   ・Ｂ、Ｎクラスは、正解表と一緒に控え用ＣＣを

渡します。 

６．正解表の配布 
   ・Ａクラスの正解表は、最終競技者のスタート

後、本部で配布します。 

７．調査依頼・提訴 
・成績等に疑義があり調査依頼がある場合に

は、成績速報が提示されてから 15 分以内に

所定の用紙に記入して本部に提出して下さ

い。回答は公式掲示板に掲示します。 

・回答に疑義がある時は、回答を公式掲示後

15 分以内に所定の用紙により提訴すること

ができます。 

８．表彰等 
・今回は各クラス共、上位 3 位まで表彰しま

す。 

・表彰は成績が確定しだい、本部前で行う予

定です。 

 

Ⅶ．注意事項 
・バリアフリー対応のトイレは、地図上表記の

ＷＣが利用できます。 

 ・競技前の参加者は、駐車場から受付周辺以

外への立入を禁止します。 

 ・服装は特に制限を設けません。安全に競技

できる服装で参加して下さい。雨天にも対応

できる服装・装備をご用意ください。 

 ・一般の公園利用者がおりますので、接触事

故の無いように注意して競技して下さい。 

 ・参加者が自分自身、あるいは第三者に与え

た損害・事故等については、主催者は一切の

責任を負いません。 

 ・スポーツ傷害保険に加入していますが、補償

に限度があります。万一の場合に備えて保険

証（またはコピー）を持参するようお勧めしま

す。 

Ⅷ．公式掲示板 
  ・プログラムの内容が変更、取消又は追加とな

る場合は、当日の公式掲示板に掲示します。

参加者は当日、公式掲示板を必ず見るように

してください。 

 

Ⅸ．その他 
・気象条件（災害注意報発令等）や公共交通 

機関の運行中止等の影響が出た場合は大会

を中止することがあります。 

・その場合は、前日もしくは当日の朝 6 時をメド

に決定して宮崎県協会ＨＰに掲載します。 

（宮崎県ＯＬ協会） 

http://www.geocities.jp/kobae_1223/ 

・大会が中止になりましても参加費の返却はいた

しません。 

・大会成績は後日宮崎県オリエンテーリング協

会ＨＰに掲載します。 

 

 

 

http://www.geocities.jp/kobae_1223/
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Ⅹ．問合せ先 
・トレイルＯ大会に関する問合せ（10/9 まで）及

び大会当日の緊急連絡は下記メール・携帯ま

でお願いします。 

Hrshtnk■m.ictv.ne.jp ■=@ に変換して下さ

い。 

 携帯 090-3098-7535 （競技責任者 田中博

宛て） 

スタートリスト  

 
１０月５日現在、A クラスに１人、事前参加

申込をいただいています。 

小泉 辰喜  （東京 OL クラブ） １０：３０ 
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第３日目：１０月１２日(月・祝) 

シティロゲイニング 会場：「県立総合文化公園」

Ⅰ．交通案内 
●車利用 
宮崎自動車道「宮崎ＩＣ」より宮崎北バイパス（国道１０号線）を延岡、佐土原方面へ１５分。 

宮崎神宮東町交差点を左折し約２００ｍ西へ進み、左斜めに折れ、、宮崎神宮前そのまま直進。 

３００ｍで文化公園東に当たる。そこを右に曲がり次の「護国神社前交差点を左折して２００ｍ。 

公園駐車場に到達します。無料駐車場です。駐車場が満車の場合、南側の駐車場ではなく、北側道路

を西進し、「船塚三丁目交差点」を右折し１７０ｍ程北に進み、「つまがり整形外科」の南側を右折して７，

８０ｍの所にある臨時駐車場をご利用ください。 

 
 

●公共交通機関利用 
 ＪＲ日豊本線「宮崎神宮駅」下車。徒歩１０分  

 

Ⅱ.会場案内 
集合場所＝「公園北休憩所」・・・オリエンテーリングの幟（のぼり）を目印に集合願います。 

（上記地図参照） 

 

県立総合   

文化公園 

宮崎神宮東町

交差点 

臨時駐車場 

公園北側 

駐車場 

集合場所 

北休憩所 
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Ⅲ．ロゲイニング・テレイン情報 
大淀川が宮崎市の北中央部（６ｘ４ｋｍ）を東西に分かつエリアがテレインである。 

会場は東側に位置し、周囲には宮崎神宮や平和台公園がある。 

西側には生目の杜運動公園や、生目古墳群史跡公園があり大淀川の支流「大谷川」が境となって、

南側に小松台団地が広がっている。今回の地図では、大淀川を渡る橋は、地図の北側と中央部に 2

本しかなく、効率よくポイントを集めるにはこの 2 本の橋のどちらを先に渡るかにかかっている。中央部

の橋は交通量も多いので、交通ルールを守り、注意して競技していただきたい。 

 

Ⅳ．競技情報 
競技時間：3時間（９：００ ～ １２：００） 

クラス分け：① 小学生以下を含むグループ 

       ② 中学生以下を含むグループ  

③ 高校生以上一般のグループ 

④ 個人男子 

⑤ 個人女子 

  地図情報：Ａ４版 縮尺１：２７，４００  

等高線間隔 １０ｍ 

チェックポイント数：３３か所 

 

Ⅴ．タイムスケジュール 
・受付    ７：３０ ～ ８：２０ 

・競技説明 ８：２０ ～ ８：４０ 

・地図配布 ８：４０ ～ ８：４５ 

・作戦タイム８：４５ ～ ９：００ 

・スタート  ９：００ 

・競技    ９：００ ～ １２：００ 

・表彰    １３：３０ ～（予定） 

成績が確定次第行います。 

 

Ⅵ．競技の説明 
  ロゲイニングは競技エリアに設置されたチェックポイントを、制限時間内にできるだけ多く回り、その

得点を競うアウトドアスポーツです。チェックポイントとその得点は、地図上に記されています。どの

ポイントをどんな順番で回るかは、参加者の自由です。 

１．得点 
チェックポイントの数は３３か所、チェックポイントの番号がそのまま得点になります。 

１１２５点満点で、最低得点は１１点、最高得点は１００点です。 

制限時間に間に合わなかった場合は、超過時間１秒から６０秒まで５０点の減点となります。 

その後１分経過するごとに５０点ずつ減点されます。 

 

２．写真による通過証明方式 
地図と同時にチェックポイント一覧表を配布します。これにはチェックポイントにある特徴物の写真を掲

載しています。この特徴物の前後で、メンバーを入れてデジタルカメラで写真撮影していただくことで、

通過証明とします。 

※必ず撮影者以外の全員のメンバーを入れて撮影して下さい。 

また、３３か所の写真を撮るためのカメラ機能のメモリー量を確保してから参加されるようお願いしま

す。 



 

17 

 

 個人参加の場合、ご自分を入れて自撮りして下さい。 

Ⅶ．競技の流れ 
１．受付（７：３０ ～ ８：２０） 

必ず参加受付を行って下さい。 

当日申込者は、参加申込用紙に必要事項を記入し、受付に提出して下さい。 

事前申込者でメンバーに変更がある場合は、申し出て下さい。 

受付時に以下の参加料をお支払い下さい。 

小学生 ３００円/人、 

中学生 ５００円/人 

高校生 700円/人、 

一般１０００円/グループただしグループの参加費は１，０００円を上限とします。 

２．開会式（８：２０ ～ ８：４５） 

・競技説明（８：２０ ～ ８：４０） 

競技内容について大切なことをお伝えしますので、必ず説明を受けて下さい。 

・地図配布（８：４０ ～ ８：４５） 

３． 作戦タイム（８：４５ ～ ９：００） 

スタートまで作戦タイムとなります。 

スタートは北休憩所付近の芝生広場です。 

 

４． スタート（９：００） 

全参加者一斉に「北休憩所」付近の芝生広場からスタートします。 

 

５． 競技終了（１２：００） 

ゴール（フィニッシュ）はスタートと同じ場所です。 

メンバー全員が揃った状態で、ゴールに設置したデジタル時計を写真撮影して下さい。 

（制限時間前は、参加者で込み合いますのでタイマーのみ撮影していただければ結構です。 

競技終了時刻に間に合わなかったチームは減点となります。 

競技終了時刻を 30分オーバーしても帰ってこなかったチームは失格となります。 

 

６．得点集計・報告 
競技終了後の得点集計はすべて手作業となります。 

以下の作業を参加者の皆様にお願いします。 

ゴール時にＣＰ（チェックポイント）記入用紙をお渡しします。休憩所で、競技中に回ったＣＰ順を記入し

て下さい。 

ＣＰ記入用紙を本部係員に提出して下さい。本部で、撮影してきたチェックポイントの写真を係員に見

せて確認を受けて下さい。 

 

８．禁止事項 
・信号無視は禁止。（交通ルール遵守でお願いします。） 

・競技を中断し、無連絡で帰宅することは禁止。 

・競技中にゴミを捨てることは禁止。 

・競技時間を 30分以上超えることは禁止。 

・携帯電話などの連絡手段を持たず出走することは禁止。 

・徒歩以外の移動手段を使用することは禁止。 

・私有地、立入禁止と明示した箇所の通行は禁止。 

・地図上に記載されていない道を通行することは禁止。 
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以上の禁止事項に違反すると失格になる場合がありますので、ご注意下さい。 

 

１０． 持ち物 

□携帯電話・スマートフォン 

チームに 1台、参加者でご用意ください。緊急連絡用です。 

競技終了まで電池きれをおこさないよう、充分な充電と余裕のある使用方法をお願いしま

す。 

    □デジタルカメラ：    携帯電話・スマートフォンでも構いません。 

    □服装：当日は歩きやすい服装と靴でお願いします。 

    □飲料、行動食、雨具、お金など行動に合わせて準備下さい。 

 

１１．表彰式（１３：００～）の予定    
表彰の準備ができ次第、各クラス１位から３位に賞状をお渡しします。 

 

１２．アンケート 

   ゴール後、ＣＰ（チェックポイント）記入用紙と一緒にアンケート用紙をお渡しします。 

   ご協力をお願いします。 

    

 


