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開催日   2014 年 11 月 23 日（日）・ 24 日（祝） 

会場  大島温泉ホテル（三原山温泉） 

主催・主管 ＥＳ関東クラブ 

共催  一般社団法人大島観光協会 

後援       大島町 

東京都オリエンテーリング協会 

協賛       東海汽船株式会社 
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「大島町ホームページ」より転載 
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屋内屋内屋内屋内会場会場会場会場見取図見取図見取図見取図    
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＜注意事項＞ 
 

• オリエンテーリングで使用した靴を履いたままホテルの中に立ち入ることを禁止します。 

• 一般のお客様のご迷惑にならないよう、玄関からの通行およびホテルロビーへの立ち入りは控えてください。 
• 地下のトイレは、大浴場を利用される方に限定します。 
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■ 主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶    
    
ジオパーク伊豆大島オリエンテーリングに参加していただきまし

て、誠にありがとうございます。 
 
伊豆大島の裏砂漠・奥山砂漠で大会を開催することは、私共の

念願でした。このたび、大島支庁、大島町、大島観光協会および

地元の方々の全面的なバックアップをいただき、大会開催にこぎ

つけることができました。 
ジオパークとは地球の活動の遺産をみどころとする自然の公園

です。オリエンテーリング大会に参加するみなさまは、伊豆大島

が火口から噴き上がった溶岩が作り上げた島であることを実感し、

地球の自然の素晴らしさを満喫できることと思います。国土地理

院の地図で“砂漠“と記載されているのは、日本中でここしかあり

ません。 
伊豆大島は富士箱根伊豆国立公園の一部でもあり、テレインの

大部分が特別保護地区および特別地域に指定されています。今

回は特別に行政の許可を得て開催するわけですが、大会開催前

後の環境影響調査と報告が義務付けられていますので、環境へ

の配慮も忘れないようにお願いします。 

昨年 10 月に台風 26 号により、伊豆大島は大きな被害を受けま

した。その傷跡が今でも生々しく残っています。この大会が完全

復興への一助になればと願っています。 
 
おそらく日本でトップクラスの難しいテレインだと思います。霧が

出ると視界が遮られることもあります。日没の早い季節ですから

気温が急激に下がることもありえます。決して無理をせず、オリエ

ンテーリングを楽しんでください。 
大会実行委員長 広江淳良  

    
    
■ 運営委員運営委員運営委員運営委員    
 

実行委員長  広江淳良 
競技責任者  桜井剛 
コース設定者  加藤弘之 
本部  斎藤宏顕、伊藤夏生、山本陽子 

会場  山本博司、山本桃子、土井美晴、 
  斎藤柊香、佐々木美奈子 

計算センター 山本真司、小林岳人、木村修、 
小林璃衣紗 

スタート  土井聡、宮川祐子、小林正子、 
山口大助、寺嶋貴美江、 

フィニッシュ 杉本光正、渡辺円香、長谷川恵子、 

寺嶋謙一郎 
救護  斎藤積子、佐野忍 
給水パトロール 柳澤貴、大久保裕介、大滝民己、 

鎌田健太郎 

バス輸送 寺嶋一樹、宮川早穂 
 
大会コントローラ   村越真 
アシスタント・コントローラ 中村弘太郎 

地図調査・作成   西村徳真 （NishiPRO） 
写真   上林弘敏 
 

裁定委員裁定委員裁定委員裁定委員会会会会     

 
今回の公認大会では、以下の 3 名の方に裁定委員を務めてい

ただきます。 

大場隆夫、 愛場庸雅、 浦瀬香子 

■ 大会概要大会概要大会概要大会概要    
 
本大会は、「日本オリエンテーリング競技規則」に準拠して開催す

るポイント・オリエンテーリング競技の 2 日間大会です。 

1 日目の競技は、カテゴリ A の公益社団法人日本オリエンテーリ

ング協会公認大会です。2 日目の競技は公認大会ではありませ

ん。1 日目の成績のみが、エリート権の獲得や年齢別ランキング

の対象になります。 
 
ジオパーク伊豆大島大会としての表彰は、2 日間の合計タイムに

よる順位で行います。 
 

■ テレインテレインテレインテレイン概要概要概要概要    
 
テレインは、伊豆大島中央部に広がる三原山の裏砂漠および奥

山砂漠一帯です。溶岩と火山灰が堆積してできた日本では例を

見ない特殊な地形が広がっています。民家の敷地や耕作地等は

全くなく、道もほとんどありません。 
西半分はほぼ平坦で、東半分は海に向かって下りの斜面になり

ます。主要部の「砂漠」は、走行度が良好で相当のスピードで走

れますが、難しい微地形に富んでいるため高度なナビゲーション

技術が要求されます。 
一部に存在する灌木林は、下草はあまりないものの見通しがき

かず、地形の特徴が掴みづらくなっています。スピードの切り替

えが勝敗を分ける鍵になるかもしれません。 
 

■ 競技会場競技会場競技会場競技会場    
 
大会会場は「大島温泉ホテル（三原山温泉）」です。 

http://www.oshima-onsen.co.jp/ 
 
23 日は早朝から、ホテルの大広間を参加者待機所として利用で

きます。レストランレストランレストランレストランででででバイキング形式の朝食バイキング形式の朝食バイキング形式の朝食バイキング形式の朝食（1,200 円→1,0001,0001,0001,000
円円円円）をとることができます。    
 
大会受付および本部はホテル前庭に設置します。 
小さなお子様をお連れの方も安心して参加できるように、ホテル

内にキッズ用スペースを用意して係員を配置します。 
 
売店で伊豆大島の伊豆大島の伊豆大島の伊豆大島のご当地ご当地ご当地ご当地弁当や飲み物類を販売弁当や飲み物類を販売弁当や飲み物類を販売弁当や飲み物類を販売しますのでぜ

ひご利用ください。（明日葉おにぎり弁当 500～600 円、島弁当 
800 円程度 等 ） 
大島温泉ホテルの大浴場（800 円→500 円）を利用できます。三

原山や裏砂漠を一望できる露天風呂があります。 
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■ タイムテーブルタイムテーブルタイムテーブルタイムテーブル    
    
大会大会大会大会 1111 日目日目日目日目    ：：：：    11111111 月月月月 23232323 日（日）日（日）日（日）日（日）     

6:30  開場 
6:30～  レストラン営業 

10:00～11:15  当日受付 
11:30～12:45  スタート 

15:30  フィニッシュ閉鎖 
16:00～  各宿泊施設行き送迎バス運行 
 

大会大会大会大会 2222 日目日目日目日目    ：：：：    11111111 月月月月 24242424 日（祝）日（祝）日（祝）日（祝）     

7:30  開場 
8:00～ 8:45  当日受付 

9:00～10:15  スタート 
11:00～  表彰式 
12:30  フィニッシュ閉鎖 
13:00～  出港地行き大会専用チャーター・バス運行 

 

■ 交通交通交通交通    
    
伊豆大島へ伊豆大島へ伊豆大島へ伊豆大島へ     

 
伊豆大島へは、東海汽船の船便または航空機を利用すること

になります。次頁の時刻表を参照してください。 
大島港は、元町港と岡田港の 2 つがあり、当日の天候によっ

てどちらの港に入出港するか決まります。出港地または船内

放送にて確認できます。 
 
大会会場へ大会会場へ大会会場へ大会会場へ     

    
【１日目】【１日目】【１日目】【１日目】    寄港地～大会会場寄港地～大会会場寄港地～大会会場寄港地～大会会場    
 

大島港着の以下の便に接続して、大島港－大会会場間に大会

専用チャーター・バス（片道 650 円）を運行します。大島港から

大会会場までの所要時間は約 20 分です。 
以下の便を利用する大会参加者は大会専用チャーター・バス大会参加者は大会専用チャーター・バス大会参加者は大会専用チャーター・バス大会参加者は大会専用チャーター・バス

便を利用してください。便を利用してください。便を利用してください。便を利用してください。路線バスは一般の方が利用しますので、

できる限り利用を控えてくださるようお願いします。 
 
  6:00 着の東京／横浜からの大型客船  
  9:45 着の東京からの高速ジェット便（増発便） 
 

往路の大会チャーター・バスの料金は降車後支払いです。バス

を降りた後は速やかに支払用レーンに進んでください。お釣り

のいらない方のために専用レーンを設けて時間のかからないよ

うにします。同時に 2 日目復路のバス・チケット販売も行いま

す。 
 

東京から 10:35 着または熱海から 10:15 着の高速ジェット船を

利用される方は、路線バスを利用していただくことになります。

スタート時刻に間に合わない可能性があるので注意してくださ

い。 
 
観光もなさりたい方はレンタカーが便利です。大会会場には駐

車スペースがあります。 
元町港から大島温泉ホテルまで、タクシーで 2,650 円程度です。

なお、島内で実稼働しているタクシーは 12 台ほどです。 

大島空港から会場までのバス輸送はありませんので、港まで移

動してバスに乗るか、タクシーもしくはレンタカーを利用してご来

場ください。 

【１日目】【１日目】【１日目】【１日目】    大会会場～宿大会会場～宿大会会場～宿大会会場～宿    
    
大島観光協会を通じて宿泊の予約をされた参加者に対しては、

大会会場から各旅館・ホテルまで送迎を行います。 
16:30 頃に大島温泉ホテル前より送迎バスが出ますので、行先

の宿泊施設を確認して乗ってください。 
 
レース後の時間帯には路線バスがありません。観光協会を通さ

ずに宿泊手配をされた方は、タクシーまたはレンタカーを利用す

るなど、各自で移動手段を手当てしてください。 
    
【２日目】【２日目】【２日目】【２日目】    宿～大会会場宿～大会会場宿～大会会場宿～大会会場    
 

大島観光協会を通じて宿泊の予約をされた参加者に対しては、

各旅館・ホテルから大会会場まで送迎を行います。 
7:30 頃に出発する予定ですが、詳細は各宿泊施設にて確認し

てください。 
 
路線バスではスタート時刻に間に合いません。観光協会を通さ

ずに宿泊手配をされた方は、タクシーまたはレンタカーを利用す

るなど、各自で移動手段を手当てしてください。 
 
【２日目】【２日目】【２日目】【２日目】    大会会場大会会場大会会場大会会場～出港地～出港地～出港地～出港地    
    
大島港発の以下の便に間に合うように、大会会場－大島港間

に大会専用チャーター・バス（片道 650 円）を運行します。大島

港から大会会場までの所要時間は約 20 分です。 
大会参加者は大会専用チャーター・バス便を利用してください。大会参加者は大会専用チャーター・バス便を利用してください。大会参加者は大会専用チャーター・バス便を利用してください。大会参加者は大会専用チャーター・バス便を利用してください。    

路線バスは一般の方が利用しますので、できる限り利用を控え

てくださるようお願いします。 
復路の大会チャーター・バスの料金は事前支払いです。往路の

バス降車時または大会受付にて、あらかじめバス・チケットを購

入してください。 
   14:30 発の東京行の大型客船  
   14:35 発の東京／久里浜行の高速ジェット船 
   14:50 発の東京の高速ジェット船（増発便） 

   15:20 発の熱海／伊東行の高速ジェット船 
 

バスは13時頃より発車する予定です。定員がいっぱいになった

時点で順次出発します。最終は 14 時頃を予定しています。 
    

■ 宿泊宿泊宿泊宿泊助成割引助成割引助成割引助成割引    
 

東京都の伊豆大島・災害復興支援対策事業による宿泊助成割

引（1 泊あたり 3,000 円）を利用することができます。 

島外の方が伊豆大島に宿泊する場合、1 泊あたり 3,000 円×2
泊までの宿泊割引を受けることができるものです。 
 
通常は、大島港（元町）前にある大島観光協会の窓口で手続きを

しなければいけないのですが、今回は特別に大会会場に大島観大島観大島観大島観

光協会の出張デスク光協会の出張デスク光協会の出張デスク光協会の出張デスクを設けていただきます（11 月 23 日のみ）。 
そこで必ず本人が「宿泊割引券申請書」を提出して「宿泊割引

券」を受け取ってください。居住地が証明できる書類（免許証、パ

スポート、健康保険証、学生証等）が必要です。 
「宿泊割引券申請書」は東海汽船の就航する港や船内、下記の

HP 等で入手することができます。 
各宿泊施設において精算する際に「宿泊割引券」を提出すること

で、割引を受けることができます。 
 
詳しくは以下の HP を参照してください。 

http://www.gotokyo.org/jp/izuoshima/index.html    
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■ 公共交通機関の時刻表公共交通機関の時刻表公共交通機関の時刻表公共交通機関の時刻表    
 

大会参加者および同行者が東海汽船の以下の便を利用される

場合、特別割引が適用されます、 

事前申込者には「乗船割引証」を送付しておりますが、万が一届

いていない場合には、大会問い合わせ先までご連絡ください。 
 

 
東海汽船東海汽船東海汽船東海汽船     
http://www.tokaikisen.co.jp/time_price/timetable/2014_17.shtml 

 
往路往路往路往路                

22 日（土） 発    

 東京 久里浜 大島 

高速ジェット船 8:30 9:35 10:35 

高速ジェット船 13:10 － 14:55 

 熱海 伊東 大島 

高速ジェット船 9:10 9:40 10:15 

高速ジェット船 13:20 － 14:15 

 東京 横浜 大島 

大型客船 22:00 23:30 翌 6:00 

23 日（日） 発             

 東京 久里浜 大島 

高速ジェット船 8:00 － 9:45 

高速ジェット船 8:30 9:35 10:35 

 熱海 伊東 大島 

高速ジェット船 9:10 9:40 10:15 

 
復路復路復路復路                

24 日（祝） 発    

 大島 横浜 東京 

大型客船 14:30 － 19:00 

 大島 久里浜 東京 

高速ジェット船 14:35 15:35 16:40 

高速ジェット船 14:50 ― 16:35 

 大島 伊東 熱海 

高速ジェット船 15:20 15:55 16:25 

    
    
航空機航空機航空機航空機     
http://www.ana.co.jp/dom/airinfo/timetable/ 
http://www.central-air.co.jp/timetable.html 

    
往路往路往路往路                

22 日（土）／23 日（日） 発  

 羽田 大島  

ANA1843 8:30 9:05  
 調布 大島  

NCA 101 9:00 9:25  
NCA 103 10:35 11:00  
NCA 105 14:45 15:10  

    
復路復路復路復路       

24 日（祝） 発   

 大島 羽田  

ANA 1844 10:15 10:45  
 大島 調布  

NCA 102 9:50 10:15  
NCA 104 12:00 12:25  
NCA 106 16:00 16:25  

    
路線バス路線バス路線バス路線バス     
http://www.oshima-bus.com/rosen.html 

 
大島温泉ホテルの玄関前のバス停が「三原山温泉」です。 

 
大島港大島港大島港大島港    ←→←→←→←→    大会会場大会会場大会会場大会会場  

       
発地 発時刻 三原山温泉  

入港地 6:10 頃 6:45 頃  

元町港 8:50 9:08  

入港地 10:05 10:23  

入港地 10:50 11:08  

入港地 11:50 12:08  

入港地 13:30 13:48  

    
着地 三原山温泉 着時刻  

出港地 9:47 10:05  

出港地 10:47 11:05  

出港地 12:27 12:45  

元町港 13:17 13:36  

出港地 13:47 14:05  

出港地 14:47 15:05  

    
航空機を利用される方は、元町港または岡田港へ移動して乗り

換えてください。 
 
大島空港大島空港大島空港大島空港    ←→←→←→←→    大島大島大島大島港港港港   
        
元町港 大島空港 

入口 
大島空港 
ターミナル 

岡田港 備考 

9:00 9:09 9:12 9:23  
  9:30 9:40 ※岡田 

10:00 10:09 10:12 10:23  
10:50 10:59 － 11:13  

11:20 11:29 11:32 11:43  
12:20 12:29 － 12:39  

13:10 13:19 － 13:29  

13:50 13:59 － 14:09  

14:20 14:29 － 14:38 ※岡田 

15:20 15:29 － 15:39  

16:20 16:29 16:32 16:43  
     
岡田港 大島空港 

ターミナル 
大島空港 

入口 
元町港 備考 

9:25 － 9:34 9:42  

 9:30 － 9:40 ※元町 

10:05 10:16 10:18 10:27  
11:15 11:26 11:28 11:37  
11:55 12:06 12:08 12:17  
13:25 － 13:34 13:43  

14:05 － 14:14 14:23  

14:45 14:56 14:58 15:07  
16:15 － 16:24 16:33  

 
※岡田は、岡田港入出港日のみ運行 
※元町は、元町港入出港日のみ運行 
大島空港入口バス停から大島空港まで徒歩 10 分程度です。 
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■ 立入禁止区域立入禁止区域立入禁止区域立入禁止区域    
    
競技の公平性のため、大会前に下図で示したエリアに立ち入る

ことを禁止します。 

歩道から外れなければ、三原山登山をすることはかまいませ

ん。 

    
    
現在の伊豆大島の噴火警戒レベルはレベル 1（平常）で、

火山活動は静穏な状況です。 
 
    
■ クラスと優勝設定時間クラスと優勝設定時間クラスと優勝設定時間クラスと優勝設定時間    
 
1111 日目日目日目日目     
 

クラス 距離 登高 優勝設

定時間 
コントロール 

位置説明寸法 

M21E 11.7 km 270 m 90 分 170×50 

M21A1 8.4 km 160 m 80 分 135×50 

M21A2 8.6 km 155 m 80 分 135×50 

M21AS 5.3 km 75 m 60 分 120×65 

M30A 6.4 km 120 m 70 分 120×50 

M40A 5.3 km 75 m 60 分 120×65 

M50A 4.4 km 70 m 50 分 120×65 

M60A 3.6 km 70 m 50 分 105×65 

M70A 3.0 km 55 m 45 分 95×65 

M20A 5.1 km 75 m 70 分 95×50 

M18A 4.5 km 75 m 60 分 100×50 

M15A 4.0 km 60 m 50 分 95×50 

M12 1.8 km - 40 分 95×50 

M10 1.8 km - 40 分 95×50 

MBL 3.9 km - 60 分 95×50 

MBS 3.0 km - 45 分 105×65 

W21E 6.7 km 130 m 75 分 115×50 

W21A 4.4 km 70 m 65 分 120×65 

W21AS 3.0 km 55 m 50 分 95×65 

W30A 3.6 km 70 m 55 分 105×65 

W40A 3.0 km 55 m 45 分 95×65 

W50A 2.8 km 45 m 45 分 105×65 

W60A 2.5 km 40 m 40 分 90×65 

W70A 2.5 km 40 m 40 分 90×65 

W20A 4.0 km 60 m 60 分 95×50 

W18A 3.5 km 50 m 50 分 120×65 

W15A 2.9 km 50 m 40 分 105×65 

W12 1.8 km  40 分 95×50 

W10 1.8 km  40 分 95×50 

WBL 3.9 km  55 分 95×50 

WBS 3.0 km  40 分 105×65 

    
    
2222 日目日目日目日目     
 

クラス 距離 登高 優勝設

定時間 
コントロール 

位置説明寸法 
M21E 8.2 km 130 m 60 分 130×50 

M21A1 5.9 km 105 m 60 分 120×50 

M21A2 5.9 km 105 m 60 分 120×50 

M21AS 4.9 km 85 m 45 分 140×65 

M30A 5.1 km 85 m 55 分 100×50 

M40A 4.9 km 85 m 50 分 140×65 

M50A 4.0 km 65 m 45 分 110×65 

M60A 3.5 km 55 m 45 分 110×65 

M70A 2.8 km 35 m 40 分 110×65 

M20A 4.4 km 75 m 55 分 95×50 

M18A 4.2 km 60 m 50 分 85×50 

M15A 2.8 km 45 m 45 分 90×50 

M12 1.7 km - 35 分 80×50 

M10 1.7 km - 30 分 80×50 

MBL 4.2 km - 40 分 85×50 

MBS 3.6 km - 30 分 105×56 

W21E 5.0 km 75 m 50 分 100×50 

W21A 4.0 km 65 m 50 分 110×65 

W21AS 2.8 km 35 m 40 分 110×65 

W30A 3.5 km 55 m 45 分 110×65 

W40A 2.8 km 35 m 40 分 110×65 

W50A 2.7 km 30 m 40 分 110×65 

W60A 2.1 km 25 m 35 分 95×65 

W70A 2.1 km 25 m 35 分 95×65 

W20A 2.8 km 45 m 50 分 90×50 

W18A 2.7 km 30 m 45 分 120×65 

W15A 2.5 km 25 m 35 分 110×65 

W12 1.7 km - 35 分 80×50 

W10 1.7 km - 30 分 80×50 

WBL 4.2 km - 40 分 85×50 

WBS 3.6 km - 30 分 105×65 
 
コントロール位置説明の寸法は、縦×横で mm 単位です。 

 
上表の内容は変更になる場合があります。大会当日に、公式

掲示板にてご確認ください。 
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■ 競技情報競技情報競技情報競技情報    
 
競技形式競技形式競技形式競技形式     

 
1 日目はロング・ディスタンス競技です。 
2 日目もロング・ディスタンス競技ですが、距離を規則より短め

に設定します。 
 
地図地図地図地図     

 
1997 年に作成された「伊豆大島裏砂漠」を NishiPRO が全面

的に刷新しました。旧地図は大会 HP より入手できます。 
 

縮尺 1:10,000、等高線間隔 2.5m、 

走行度 4 段階、JSOM2007 準拠、A4 サイズ(予定) 
プリンタ出力、コース印刷済み、ビニール袋入り 

 
ロング・ディスタンス競技ですが、細かい地図読みが必要なた

め、地図の縮尺を 1:10,000 とします。 

M12/W12/M10/W10/N クラスでは、縮尺 1:5,000 の地図を使

用します。 
 
1 日目・2 日目とも共通のテレインを利用します。 
 
今回の地図では、以下の特殊記号を採用しています。 
 

黒の「黒の「黒の「黒の「××××」」」」    ：：：：    火山観測機器、休憩所の机火山観測機器、休憩所の机火山観測機器、休憩所の机火山観測機器、休憩所の机    

緑緑緑緑の「の「の「の「○○○○」」」」    ：：：：    松の独立樹松の独立樹松の独立樹松の独立樹    

黒の「黒の「黒の「黒の「○○○○」」」」    ：：：：    炭焼き釜跡炭焼き釜跡炭焼き釜跡炭焼き釜跡    

 
コントロール位置説明において、炭焼き釜跡および小凹地の

寸法は面積で表示します。(JSCD2008 9.2 を使用) 
 

受付受付受付受付     

 
事前エントリーしている参加者は、本部・受付テント横から、バ

ックアップラベル、Eカード（レンタル希望者のみ）をお取りくださ

い。バックアップラベルには、必ず自分でクラスと名前を記入し

てからスタートしてください。 

申込時に参加費の過不足がある場合や、何らかの不備がある

方は、本部・受付テントまでお越しください。 
 

公式掲示板公式掲示板公式掲示板公式掲示板     

 
大会本部の横に公式掲示板を設けます。重要な連絡事項等

はここに掲示します。 
 
初心者説明初心者説明初心者説明初心者説明     

 
初めてオリエンテーリングに参加される方、経験の少ない方に

は、係員がオリエンテーリングについて丁寧に説明しますので、

お気軽に受付までお越しください。 
 

スタートスタートスタートスタート     

 
1 日目・2 日目とも、大会会場からスタートまでは青テープ誘導

で 1.0 km（徒歩約 15 分）です。 

E カードを忘れると出走できませんので、ご注意ください。 
コントロール位置説明表（ディスクリプション）は、スタートレー

ンで配布します。 

プレ・スタート方式です。スタートから地図上に△で示された地

点（スタート・フラッグ）まで赤白テープで誘導します。 
 
なお、スタートへのテープ誘導の始まり付近に、アクティベート

用のユニットを設置しますので、スタートへ向かう前に E カード

の動作確認を行っておくことを推奨します。 
 
フィニッシュフィニッシュフィニッシュフィニッシュ     

 
最終コントロールからフィニッシュまでは、赤白テープにて誘導

します。必ず、テープ誘導にしたがってください。誘導にしたが

わなかった場合は、失格となります。 
パンチングフィニッシュ形式です。計時線上のフィニッシュユニ

ットに E カードをはめ込んだ時刻をフィニッシュ時刻として計時

します。 
 
フィニッシュから会場までは、青テープ誘導で 1 日目は 1.4km
（徒歩約 20 分）、2 日目は 300m（徒歩約 4 分）です。 

1 日目のレース後、地図は回収しません。 
フィニッシュ後は、会場内にある計算センターまで進み、E カー

ドの記録読取を行ってください。レンタルのEカードは2日間通

しで使用しますので、2 日目のレース終了後に回収します。 

フィニッシュでは調査依頼、申告等を受け付けられませんので、

本部にてお申し出ください。 
 
競技時間を超過した場合、およびフィニッシュ閉鎖時間までに

競技を終えられない場合は、速やかにフィニッシュに向かい通

過してください。 
競技途中で棄権する場合も、必ずフィニッシュを通過して E カ

ードを提示してください。あるいは、何らかの方法で大会本部

に棄権する旨の連絡をしてください。 
（緊急連絡先（当日）：（緊急連絡先（当日）：（緊急連絡先（当日）：（緊急連絡先（当日）： 090 090 090 090––––8781878187818781----9360936093609360、齋藤携帯）、齋藤携帯）、齋藤携帯）、齋藤携帯）    

 
コントロールコントロールコントロールコントロール     

 
今回のテレインは自然保護地区であるため、一部にカラーコー

ンに取り付けて地面に置いただけのコントロールがあります。 

サンプルを公式掲示板の前に設置する予定です。 
 

 
 

ココココントロール・パンチ方式ントロール・パンチ方式ントロール・パンチ方式ントロール・パンチ方式     

 
電子式パンチ計時システム（EMIT 社）を使用します。 
 

給水給水給水給水     

 
テレイン内に給水所を設けます。 

スタート／フィニッシュには給水ありません。    
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競技時間競技時間競技時間競技時間     

 
競技終了時刻（フィニッシュ閉鎖時刻）は以下とします。 
 

1 日目 15:30 
2 日目 12:30 

 
競技時間は、E および A クラスについては優勝設定時間の

200%、それ以外のクラスは 120 分とします。 
競技時間以内にレースを終えられなかった者は失格となりま

す。 
予想日没時刻は 16:30 です。日の短い時期ですので、決して

無理をしないように心がけてください。 
 

服装および用具服装および用具服装および用具服装および用具     

 
競技中の服装について特に規定は設けませんが、火山岩が

露出している箇所がありますので、怪我をしないように注意が

必要です。手袋の使用を推奨します。 
また万一の場合に備えて、笛笛笛笛（ホイッスル）（ホイッスル）（ホイッスル）（ホイッスル）を携帯することをを携帯することをを携帯することをを携帯することを強強強強

くくくく推奨します。推奨します。推奨します。推奨します。    

GPS 機器のロガー機能を利用することを許可しますが、ナビ

ゲーションに利用することは禁止します。 
 
競技中の注意競技中の注意競技中の注意競技中の注意     

 
テレイン内に設置されている「火山観測機器」には絶対に手を「火山観測機器」には絶対に手を「火山観測機器」には絶対に手を「火山観測機器」には絶対に手を

触れないでください。触れないでください。触れないでください。触れないでください。（後頁に写真を掲載します。）火山活動の

アラームが発信されるような事態になると困ります。 
 

調査依頼と提訴調査依頼と提訴調査依頼と提訴調査依頼と提訴     

 
競技に関して疑義がある場合には、調査依頼を受け付けます。

調査依頼は大会本部にて行ってください。 
競技責任者が調査し、回答を公式掲示板に掲示します。 
 
回答に不服の場合は、提訴を受け付けます。提訴も大会本部

にて行ってください。 
裁定委員が提訴内容を審査し、裁定を下します。 
 

トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング     

 
トレーニング用の地図やテレインは設けません。 
 

表彰式表彰式表彰式表彰式     

 
2 日間の合計タイムにより、各クラス 3 位まで表彰します。 
表彰は、11 時以降、上位の順位が確定したクラスから順次行

います。 
 

その他その他その他その他     

 
本大会は、日本ドーピング防止規程が適用されます。 

http://www.playtruejapan.org/code/ 
 

大会参加者は、スポーツ障害保険に加入しています。 
負傷された時のために、大島医療センターと連絡をとれるよう

にしてあります。健康保険証を忘れずに持ってきてください。健康保険証を忘れずに持ってきてください。健康保険証を忘れずに持ってきてください。健康保険証を忘れずに持ってきてください。    

大島医療センター 
http://www.clinic-jp.org/fujiiclinic/homepage1.htm 

 

■ 当日当日当日当日参加参加参加参加    
 
当日参加を希望される方は、受付にて参加申込をしてください。 
申込時にスタート時刻を指定します。必要な方には E カードの貸

出を行います。 
Group クラスでは地図は一人一枚ずつお渡しします。 
 
当日参加できるのは以下のクラスです。 

クラス 参加資格 距離 
1 日目 

距離 
2 日目 

OA 上級者 6.4 km 5.1 km 

OB 中級者 3.9 km 4.2 km 

N 初心者 1.8 km 1.7 km 

Group L グループ 3.9 km 4.2 km 

Group S グループ 3.0 km 3.6 km 

 
当日の参加費は以下の通りです。 

 １日目 ２日目 

一般 4,300 円 2,200 円 

大学生 3,800 円 1,700 円 

中学生・高校生 2,500 円 1,500 円 

小学生以下 1,000 円 500 円 

伊豆または小笠原の島嶼部在住の方は半額とします。 

Group クラスは 300 円／1 人（幼児無料）とします。 
 

■ その他その他その他その他    
 
Ｅカード 

 
事前・当日申込ともにマイカードを利用することができます。レ

ンタル用の E カードも用意します。レンタル料は 300 円です。 

破損や紛失した場合には 7,000 円を補償していただきます。 
 

コンパス 

 
貸コンパスを用意します。レンタル料は無料ですが、破損や紛

失した場合には 2,000 円を補償していただきます。 
 

成績表 

 
成績結果は大会 HP に掲載します。 
Lap Center にも掲載する予定です。 
  http://mulka2.com/lapcenter/index.jsp 
印刷したものが必要な方には 500 円で郵送します。受付にて

成績表郵送の申込受付を行います。 
 

■ 大会中止の場合大会中止の場合大会中止の場合大会中止の場合    
 
当大会は雨天決行とします。 
ただし、荒天等で参加者の安全を確保できないと判断した場合は、

競技を中止とすることがあります。 
 
 

■ 問い合わせ問い合わせ問い合わせ問い合わせ    
 

大会 HP のお問い合わせフォームをご利用ください。 
http://eskantoc.com/izuoshima/inquiry/ 

緊急または直接お話を希望される方は、広江淳良宛にお電話く

ださい。(080(080(080(080----6706670667066706----1923192319231923）））） 
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■ オリエンテーリングオリエンテーリングオリエンテーリングオリエンテーリングのののの方法方法方法方法    （初心者向け）（初心者向け）（初心者向け）（初心者向け）    
 
 

受付受付受付受付     

 
• 事前エントリーした参加者は、本部・受付テント横からバック

アップラベルと E カード（レンタルを申し込んだ方）をお取りく

ださい。バックアップラベルには、自分でクラスと名前を記入

してください。 
• 当日参加者は、受付で参加申込をしてスタート時刻の指定を

受け、必要ならば E カードをレンタルしてください。 

• 受付ではコンパスの貸出も行います。 
 
 
スタートスタートスタートスタート     

 
• 大会会場からスタート地区まで、青テープで誘導がありま

す。 
1 日目・2 日目とも、大会会場からスタートまでは 1.0km（徒

歩約 15 分）です。自分自身のスタート時刻に間に合うよう、

余裕を持ってスタート地区に向かってください 
• スタート地区の時計は現在時刻を表示しています。 

• スタート時刻の 3 分前になったらスタートレーンの入口で E カ

ードをアクティベートユニットにはめて起動し、係員による出

走者確認を受けてください。E カードを忘れると出走できませ

んので、ご注意ください。 

確認を受けたら、出場するコースの 3 分前の待機枠に入って

ください。 
• 1 分間隔のチャイマー毎に枠を進んでください。 
• 2 分前の待機枠では、コントロール位置説明表を自身でお取

りください。 
• 10 秒前になったら、スタートユニットに Eカードをはめてくださ

い。チャイマーによるスタートの合図と同時に E カードを外し、

地図を自身で取って、競技を開始してください。 

地図を取った時に、正しいコース図かどうか自分自身で必ず

確認してください。 
スタートから地図上に△で示された地点（スタート・フラッグ）

まで赤白テープで誘導します。テープ誘導にしたがわないと

失格になります。 
• 遅刻者はスタート役員に申告の上、遅刻枠から役員の指示

にしたがってスタートしてください。遅刻した時間もタイムに加

算されます。 
 

1分前枠

2分前枠

3分前枠

スタートへ

スタートレーンへ

地図地図地図地図

コントロール位置説明コントロール位置説明コントロール位置説明コントロール位置説明

スタートユニットスタートユニットスタートユニットスタートユニット

アクティベートユニットアクティベートユニットアクティベートユニットアクティベートユニット

スタートフラッグ

 
 
 

 
 
 
競技競技競技競技     

 
• スタートフラッグを通過した後は 1 番から順番にコントロール

を回って来てください。 

• コントロールに到達したらコントロール識別番号（フラッグの

表示されている番号）がコントロール位置説明表の番号と一

致しているかを確認し、Eカードをユニットにはめ込んでくださ

い。E カードに通過証明が電子的に記録されます。 

• 機械が故障していた場合でも、正確にはめ込んでいれば、

バックアップラベルにピン穴が残りますので、通過確認が可

能です。 
• コントロール識別番号とコントロールユニット固有番号（E カ

ードディスプレィに表示される番号）は一致していませんので、

惑わされないようにしてください。 
 
 
フィニッシュフィニッシュフィニッシュフィニッシュ     

 
• 最終コントロールからフィニッシュまでは、赤白テープにて誘

導します。 
• パンチングフィニッシュ形式です。計時線上のフィニッシュユ

ニットに E カードをはめ込んだ時刻をフィニッシュ時刻として

計時します。 
 
• 競技時間を超過した場合、およびフィニッシュ閉鎖時間まで

に競技を終えられない場合は、速やかにフィニッシュに向か

い通過してください。 

• 競技途中で棄権する場合も、必ずフィニッシュを通過して E
カードを提示してください。あるいは、何らかの方法で大会本

部に棄権する旨の連絡をしてください。 
（緊急連絡先（当日）： 090090090090––––8781878187818781----9360936093609360、齋藤携帯） 

無断で帰宅されると行方不明者とみなされ、捜索対象になっ

てしまいます。 
 
 
計時計時計時計時     

 
• フィニッシュから大会会場まで、青テープで誘導があります。 

フィニッシュから大会会場までは、1 日目は 1.4km（徒歩約

20 分）、2 日目は 300m（徒歩約 4 分）です。 
• 大会会場に着いたら、計算センターの窓口まで進み、E カー

ドの記録読取を行ってください。 

• 計時した結果は、速報掲示所に掲示します。 
 
 
成績成績成績成績     

 
• 正式な成績結果は、後日大会ホームページに掲載します。 

http://eskantoc.com/izuoshima/ 
• Lap Center にも掲載する予定です。 

http://mulka2.com/lapcenter/index.jsp 
• 印刷したものが必要な方には500円で郵送します。受付にて

成績表郵送の申込をしてください。 
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■ テレインテレインテレインテレインのののの状況状況状況状況    
 
テレイン主要部には草原が広がっています。 

    
 
テレイン中央部に広がる砂地は走行度がきわめて良好です。 
地図上では黄色の「開けた土地（401)」で表記してあります。 

 
 
テレイン全体に地面が露出している箇所（砂地）が点在していて、

草の中を走るより走行度は良好です。ただし、狭小なものは地図

に採択していない場合があります。 
「開けた土地（401)」より走行度が低下する砂地は、「開けた砂地

（211）」で表記してあります。 

 
 
火山岩が露出している場所は怪我をしやすいので、くれぐれも注

意してください。 

 

 
灌木林の中は、下草はあまりありませんが、見通しが悪くなって

います。 

 
 
火山観測機器はとてもよく目立つ特徴物です。 
絶対に手を触れないでください。絶対に手を触れないでください。絶対に手を触れないでください。絶対に手を触れないでください。    

（540 黒の「×」：火山観測機器） 

 
（540 黒の「×」：休憩所の机） 

 
 

（注） 説明文中の数字は、JSOM（日本オリエンテーリング地図

図式）による特徴物を表す記号の識別番号です。 
地図図式（JSOM2007）は以下の URL より入手できます。 
http://www.orienteering.or.jp/rule/ 


