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1. タイムテーブル
09:30
10:10
10:40

開場・受付開始
セレクションクラス受付終了
セレクションクラストップスタート

12:10

併設クラストップスタート・当日申込終了

13:10 スタート閉鎖（全クラス共通）
13:40 フィニッシュ閉鎖
14:00∼ 落合公園スプリントリレー大会
16:30 会場閉鎖
（落合公園スプリントリレー大会については要項および当日掲載するプログラム参照）

2. 交通情報
会場：グリーンパレス春日井第 1 会議室
所在地：愛知県春日井市東野町落合池 1－2（〒486-0817）
TEL 0568-84-0381 （ナビ設定用です。施設への電話はおやめください）
 公共交通機関
JR 中央線「春日井駅」より、
・名鉄バス 2 番乗り場「大池住宅前」「桃花園（東野町経由）」に乗車、
「下原本町」で下車
JR 中央線「高蔵寺駅」より、
・シティバス「東環状線（左回り）」に乗車、「グリーンパレス春日井」で下車
※バス停はグリーンパレス春日井または下原本町を推奨します。
※競技エリアの都合、落合公園バス停を利用されますと会場まで約 30 分かかります。

出展：地理院地図（電子国土 Web）

 バス停時刻表(行き)
シティバス「東環状線（左回り）」
高蔵寺駅発

8:15

9:22

10:31

11:49

グリーンパレス春日井着

8:57

10:20

11:12

12:30

下原本町着

9:02

10:23

11:15

12:33

名鉄バス 2 番乗り場「大池住宅前」「桃花園（東野町経由）」
春日井駅発

8:11

8:41

9:11

9:43

10:11

10:42

下原本町着

8:23

8:53

9:23

9:55

10:23

10:54

 バス停までの所要時間
グリーンパレス春日井から最寄りのバス停まで
バス停

徒歩

グリーンパレス春日井

4分

東山

6分

下原本町

10 分

 バス停時刻表(帰り)
春日井駅行き 名鉄バス(土日祝)
東山発

11:12

12:12

12:27

13:12

14:12

15:12

16:12

16:27

11:14

12:14

13:14

14:14

15:14

16:14

16:44

17:14

春日井駅行き 名鉄バス(土日祝)
下原本町発

高蔵寺駅行き かすがいシティバス
グリーンパレ 9:40
ス春日井発
14:00

東環状線右回り(所要時間約 40 分)

10:52

11:50

15:29

16:10

13:19

（※10:52,15:29 発の場合は所要時間が約 57 分となります）
高蔵寺駅行き かすがいシティバス 東環状線左回り(所要時間約 1 時間 19 分)
グリーンパレ 8:57
ス春日井発
13:22

10:20

11:12

14:57

15:32

12:30

 自家用車
春日井 IC から 3 分
必ず、国道 155 号の交差点からグリーンパレス春日井にアクセスしてください。
競技の都合上、落合公園大駐車場以外の利用を禁止いたします。
10:10 まで公園入口と駐車場内に役員がおります。役員の指示に従って駐車してください。
※10:10 以降、競技前のセレクションクラス競技者は駐車場に戻ることができません。ご
注意ください。

 徒歩
春日井駅より約 4 ㎞ (約 1 時間),
神領駅より約 3.2 ㎞(約 50 分),
交通に関する注意事項
 競技の都合上会場への来場は交通手段に問わず北側からのみといたします。それ以外の
方向からの来場は禁止し、それが発覚したセレクションクラスの競技者は失格といたし
ます。

3. 会場レイアウト
グリーンパレス 平面図

会場図





会場はグリーンパレス 1F 第 1 会議室です。
2F 以上は競技者立入禁止です。
会場内での飲食は妨げません。ゴミ等は残さ
ないようにお願いいたします。
更衣室は男性女性共に体育館のものを利用し
てください。ただし選抜会参加者で占有する
ことのないようにお願いいたします。また、
更衣室にはシャワーがありますが、こちらの
使用は禁止いたします。

4. 競技情報
 競技形式
ポイントオリエンテーリング

スプリント競技

 計時システム
EMIT 社製 電子パンチングシステム
 コントロール位置説明
JSCD2008 に準拠
サイズ 140mm×60mm 以内
 競技エリア
落合公園（愛知県春日井市東野町落合池１）
 地図情報
2016 年 OLC ルーパーリメイク
縮尺
：1:4000
等高線間隔 ：2m
走行可能度 ：4 段階表示
JSSOM2007 準拠
A4 横 耐水加工済
旧図
：三冠落合～頂点をめざして～（2009 年片塾作成）
 特殊記号
特殊記号として下記のものを利用します。

特殊記号の詳細や地図凡例に関しては、当日公式掲示板にてご確認ください。
 テレインプロフィール
落合池と上池を囲む都市公園で、水の塔やカナディアンハウス、噴水など多くの構造
物が存在する。テレインの比高は 10m 以下であり、舗装区域、開けた土地、走行容易の
林が大部分を占めるため、見通しがよく非常に速い速度で走ることができる。

 コースプロフィール
コースの難易度は男女ともに抑えてある。コースとテレインの特性により、非常に高
速なレース展開となることが予想される。ルートプランやナビゲーションにより、各レ
ッグでいかに数秒を削れるかがセレクション通過のカギとなるだろう。
 コース情報
クラス

距離

登距離

優勝設定

競技時間

MS / MO

3.5km

20m

14 分

30 分

WS / WO

3.0km

15m

14 分

30 分

S クラス：セレクションクラス
O クラス：一般クラス
※距離はスタート地区からフィニッシュまでの想定されるルートの距離である。
※登距離は想定されるルートにおける登距離である。
 誘導
会場-スタート地区
競技中の誘導
フィニッシュ地区～会場

：青テープ
：赤白テープ または コーン
：緑テープ誘導

※誘導の例は公式掲示板に記載または会場内に設置
 注意事項
草木を痛める可能性があるため、本競技会ではピン付きシューズの使用は認めません。

5. 競技会の流れ
 開場・受付開始
本競技会の開場時間は 9:30 です。
配布物がありますので，各自で取りに来るようお願いいたします。配布物の受け取りを
もって事前申込者の受付を完了いたします。
配布物：バックアップラベル，レンタル E-card(申込時レンタル希望者)
本競技会ではコンパスの貸出は行いません。各自で準備をお願いいたします。
セレクションクラスに参加される方の競技の都合上、受付時間は 10:10 までです。これ
までに受付を終了されなかった参加者はセレクラス最終走者が出走後、参考記録として
出走できます。
 当日申込
9:30～12:10 まで会場で当日申込を受け付けます。申込可能クラスは MO クラス、WO クラ
スです。希望される方は上記時間内に受付までお越しください。参加費は一般：2800 円、
学連登録 1 年目：1500 円、1300 円(高校生以下) My E-card 使用の場合は 300 円引きと
なります。なお、当日申込数には限りがあります。
 公式掲示版
本プログラム公開後の変更点、競技に関する情報を掲示いたします。競技会当日に各自
ご確認ください。
 ナンバーカード
セレクションクラスでのみナンバーカードを使用します。各自でご用意ください。スタ
ートリストに記載されている各自の番号を黒色で太くはっきり記載してください。ナン
バーカードは見やすく上着前面につけてください。ナンバーカードは競技中に破れない
ような十分な耐性を持つ紙・布のみ使用を認めます（普通紙の利用は認めません）。当日、
ナンバーカード用の紙の販売を予定しております。ただし数に限りがございます。
 スタートまで
スタートまでは青色テープ誘導徒歩 1 分です。
 ウォームアップエリア
公式掲示板に記載されたエリアでのウォームアップをお願いいたします。指定されたエ
リア以外でのウォームアップを禁止します。ウォームアップエリアに各自の飲料の持ち
込みを許可します。ただし，スタート時には所定の場所においていただき、回収はセレ
クションクラスの全競技者が競技終了以降可能といたします。

 スタート
スタート地区は下図のようになっています。
スタートフラッグへ
1 分前
2 分前
誘導
3 分前

コントロール位置説明配布

4 分前
MS/MO

WS/WO

遅刻枠

～スタートの流れ～
スタート枠に入る前にアクティベートをお済ませください。
4 分前
： 自分のクラスのスタートレーンに入ってください。
ただし、E カードとナンバーカード（セレクションクラスのみ）のない
選手はレーンに入ることができません。
3 分前
： 3 分前枠に進んでください。
必要な方はコントロール位置説明を取ってください。
2 分前
： 2 分前枠に進んでください。
1 分前
： 1 分前枠に進んでください。
役員に E-card を提示して動作確認を行ってください。
10 秒前
： 役員の指示に従いスタートユニットに E-card をセットしてください。
スタート後 ： チャイマーの合図と同時に箱から地図をとり、競技を開始してくださ
い。スタートフラッグまではコーンによる誘導です。誘導に従わなかっ
た場合やスタートフラッグを不通過の場合は失格とします。
 遅刻者の扱い
遅刻者はスタート地区にいる役員に申し出てください。その後、役員に指定された出
走時間でスタートしてください。記録はスタートリストに記載されている時刻からスタ
ートしたものとして計算されます。
（ただし、セレクラスにおいては 10:10 までに受付を終了したものに限る）
 スタート閉鎖
13:10 にスタートを閉鎖します。これ以降のスタートは認められません。

 競技中
○コントロール通過証明
E-card が故障していた場合はバックアップラベルが通過証明になりますので、バック
アップラベルに穴が空くようにしっかりとパンチすることを推奨します。
○同一コントロールを 2 回以上パンチした場合
同じ番号のコントロールを 2 回以上続けてパンチしても、記録されるのは最初のパン
チのみです。パンチに不安がある場合は複数回パンチしても問題ありません。
○コントロールをパンチする順番を間違えた場合
正しいコントロールを正しい順番でパンチしなおせば問題ありません。
○競技中に怪我人や病人などを発見した場合
第三者の助けが必要と思われる場合には、速やかに近くの役員にご報告ください。競
技よりも救助を優先してください。
 フィニッシュ
フィニッシュ方法はパンチングフィニッシュです。最終コントロールから赤白テープ
誘導に従ってフィニッシュへ向かってください。フィニッシュのユニットにパンチした
時間が正式なフィニッシュタイムとなります。
フィニッシュ後は緑テープ誘導に従い会場にお戻りください。会場に戻り次第計セン
にて E-card の読み取りを行ってください。
当日フィニッシュ地区に運営の方で水分を用意いたします。
 フィニッシュ閉鎖
フィニッシュ閉鎖時刻は 13:40 です。競技中であっても、閉鎖までには必ずフィニッ
シュを通過してください。また、競技を途中で棄権する場合でも必ずフィニッシュを通
過し、その旨を役員に伝えてください。もし閉鎖時刻になってもフィニッシュを通過し
ていない参加者がいた場合、行方不明者として捜索されることになります。
 地図回収とコース情報伝達に関する禁止事項
セレクションクラスの全競技者が競技を終了するまでは、競技に使用した地図を一度
回収いたします。フィニッシュ後に地図の裏面にクラスと氏名を記入し、役員に渡して
ください。地図はラストスタート時刻を過ぎた後に順次返却いたします。
セレクションクラスの全競技者が競技を終了するまでの間、競技を終了した選手がス
タート前の選手にコース情報について伝えることを禁止します。また、会場において競
技を終了した選手同士がコース情報についての会話を行うことを禁止します。
上記の禁止事項を守れない選手は失格といたします。

 調査依頼および提訴
競技・結果に対して疑義のある場合は、調査依頼を受け付けます。本部にある所定の
用紙に必要事項を記入して、本部に提出してください。なお、調査依頼はフィニッシュ
後 30 分を提出期限といたします。提出された調査依頼に対し、競技責任者が回答します。
回答は公式掲示板に掲示します。
調査依頼に対する不服がある場合、提訴をすることができます。調査依頼への回答が
公式掲示板に掲示された時刻から 15 分以内に、文章にて本部に提出してください。運営
者の方から裁定委員に提出いたします。提訴に対しては裁定委員が裁定を行います。裁
定結果は公式掲示板に掲示します。
なお、調査依頼および提訴は東海学連セレクションクラスに限らせていただきます。
 会場閉鎖
16:30 に会場を閉鎖します。参加者は閉鎖時刻前に会場を出てください。
なお、ゴミは必ず各自で持ち帰るようにしてください。

6. 諸注意
 本選抜会に参加を予定されている方のオリエンテーリング・下見目的での「落合公園」
への入場を禁止します。
 競技会当日会場内に旧図「三冠落合～頂点をめざして～」や地理院地図、Google Map の
コピー等を持ち込むことを禁止致します。持ち込みが発覚した競技者は失格といたしま
す。
 セレクションクラス優先で運営を行います。
 レンタル E-card を紛失，または破損された場合は実費(9000 円)を負担して頂きます。
 テレインは地元の方や施設の方にお願いして使わせていただいています。そのことに感
謝するとともに以下のことを必ず守ってください。
・緊急時を除き、道を尋ねるなど他の施設利用者の助けを借りない。
・他の施設の利用者への挨拶はしっかりする。
・テレイン、会場内での飲酒は禁止 火気厳禁。
・自然環境に損害を与える行為をしない。
・立ち入り禁止区域には絶対に立ち入らない。
・ゴミは必ず持ち帰る。

 当日、公園には一般の利用者がいます。衝突に気をつけるのはもちろんのこと、スピー
ドを出して近くを通り過ぎることなどもしないようにしてください。
 公共良俗に反する服装での出走を禁止します。運営者が不適切と判断した場合、出走さ
せない場合があります。
 貴重品等の管理は各自でお願いします。紛失盗難に対し実行委員会は一切の責任を持ち
ません。
 天候などの理由により参加者の安全を確保できないと判断した場合、競技会を中止いた
します。その場合、当日 6:00 までに競技会運営責任者が各大学に連絡いたします。東海
学連、OLC ルーパーの当該ページにもその旨を記載いたします。
東海学生オリエンテーリング連盟 HP
http://www.orienteering.com/~uofj/tokai/
OLC ルーパーHP
https://olc-looper.jimdo.com/
 ご自身、他人に与えた損害について主催者は一切の責任を負いません。各自の判断で競
技を行ってください。体調を考えて無理はしないようにお願いいたします。
 運営の方で、傷害保険等には加入しておりません。当日は健康保険証を忘れないようお
願いいたします。
 東海学生オリエンテーリング連盟の代表選考基準につきましては、東海学連の HP よりご
確認ください。

7. 問い合わせ
本競技会についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。
olc.looper.contact[at]gmail.com
[at]→@と変換してください。

発行：OLC ルーパー

