1.

概要
開催日

2022 年 5 月 3 日（火祝）
雨天決行・荒天中止

開催場所

岐阜県中津川市、恵那市

会場

根の上高原 根の上湖湖畔芝生広場 ※駐車場…会場付近
（35.443020, 137.501770）
https://goo.gl/maps/xEHzkXCrhWL3fbYs6

2.

主催・主管

オリエンテーリングクラブルーパー

実行委員長

堀尾 健太郎

コース設定者

住吉 将英

根の上高原つつじまつり
5 月 3 日当日は、大会の舞台ともなる根の上高原一帯では「第 43 回つつじまつり」が開催され、
乗馬体験やトレイルランニング、お餅配布などさまざまなイベントが行われます。ぜひ、大会参
加の前後にお楽しみください。
「つつじまつり」についての問い合わせ先：

3.

根の上高原観光保勝会

https://nenoue.jimdo.com/

根の上高原 facebook

https://www.facebook.com/nenouekogen
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タイムスケジュール
09:00

会場、大会受付・当日申込受付開始

10:30

トップスタート、当日申込終了

12:00

スタート閉鎖

12:10

表彰式（順位確定次第順次）、終わり次第テレイン開放

13:30

フィニッシュ閉鎖、テレイン開放閉鎖

15:00

大会会場閉鎖

※当日の進行状況により多少前後する可能性があります。
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交通
■自家用車の場合
・中央自動車道 恵那 IC より約 30 分
・中央自動車道 中津川 IC より約 30 分
※中央自動車道は、GW 期間中のためピーク時には上下とも渋滞が予想されます。
時間に余裕を持ってお越しください。
※中津川方面は、道中に道幅の狭い区間が存在します。
■自家用車以外の場合
・JR 中央本線 恵那駅 または 中津川駅 よりタクシーで約 30 分
・明知鉄道 飯沼駅 より徒歩 7km
※自家用車での来場を推奨いたします。
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会場・受付
■会場レイアウト
・青空会場です。トイレは会場近くにございます（下記図参照）
。
・ごみは各自でお持ち帰りください。
・駐車場は参加者用に第一・第二駐車
場を設けています。一般の来園客も利
用されますのでご迷惑にならないようご協
力お願いいたします。
・新型感染症拡大防止のため会場内では
マスクの着用をお願いします。
■体調管理フォームへの登録
・本大会では新型感染症拡大防止の対策として、全参加者に対して「開催2週間前から大会当日
朝までの期間における体調（体温、症状等）」を申告いただきます。
下記リンクのgoogleフォームより必要事項をご登録いただくようお願いいたします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPxeqBHrB2zKkN4xKdErfCX6qdO73KHYGJjhJ
1T_Lr0M2P2Q/viewform?usp=sf_link
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・チェックのない項目がございましたら（＝運営が想定する新型感染症の拡大リスクを有する状
態）、参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。
・申告の無い場合、出走することができません。
■受付
・事前申込者：E-card（レンタルの方のみ）とバックアップラベルの受け取り
・当日参加者：下記に記載
・希望者には受付にてコンパスの貸し出しを行いますが、数に限りがございます。希望される方
はお早めにお申し出ください。
■当日申込の流れ
・下記リンクまたは受付でのQRコード読み取りにより、googleフォームの必要事項に回答して
ください。参加費は当日受付にてお支払いください。申込後、スタート時刻を指定いたします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVB78q7v2XNYlPFREzj7TYPMBFORn13FDv6z
jsMgx4UPnpWg/viewform?usp=sf_link
・受付終了時刻は10:30 となります。遅刻なきようお気を付けください。
参加区分

参加費

一般

3,000円

大学新人・高校生以下

800円

※当日申込には地図の枚数に限りがあるため、希望クラスに参加できない場合があります。
※My E-card 利用者は上記金額から300円引きになります。
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競技情報
■競技形式
ポイントオリエンテーリング ミドル・ディスタンス競技部門
■使用地図
「根の上高原」
2018 年 OLC ルーパー作成、2019 年修正・拡大、2022 年修正
ISOM2017 準拠 / 縮尺 1:10,000 / 等高線間隔 5m / 走行可能度 4 段階表示
■通過証明
EMIT 社製電子パンチングシステム
■コントロール位置説明表
最大サイズ：160mm×60mm
■テレインプロフィール
本テレインは保古山の山頂付近（標高 700-970m）の比較的平坦なエリアに位置している。
尾根沢は全体的にはっきりしている。見通しがよく走行可能度の高いエリアが多いものの笹草な
どにより著しく走行可能度が低下する箇所も多く存在する。
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■クラス情報
優勝設定：20~25 分
クラス

コース距離

登距離

クラス

コース距離

登距離

MA

4.2km

230m

WA

3.7km

190m

M35A

3.7km

190m

W35A

2.9km

150m

M50A

2.5km

140m

W50A

2.5km

120m

M65A

2.3km

100m

MAS

2.5km

140m

WAS

2.5km

120m

MB

2.3km

100m

WB

2.2km

80m

MF

2.0km

70m

WF

2.0km

70m

コース距離 ：各コントロール間の直線距離と誘導区間の合算値
登距離 ：想定されるルートを通過した場合の値
※事前申込のない M18A,W18A,W65A は廃止いたしました。
※テレイン内に給水・救護所はございません。
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競技の流れ
■スタート
・会場からスタート地区まで：徒歩5分、青色テープ誘導
・E-card をお持ちでない方は出走できません。
・下記図を参考に自分のレーンに入りスタート時刻から競技を開始してください。
・遅刻した場合は、スタート係員の指示に従ってスタートしてください。この場合、所要時間は
正規のスタート時刻から記録いたします。
・スタート閉鎖時刻は12:00です。
・競技開始まではマスクの着用をお願いいたします。着用されたマスクは、落とさないように各
自で持って出走するか、スタート地区のマスク回収袋にて廃棄ください。（フィニッシュ地区で
マスクの配布を行います。）
スタートフラッグまで赤白テープ誘導
スタート ：合図と同時にE-cardを離し、競技を開始
１０秒前：E-card をスタートユニット（■）にはめる
１分前 ：地図を各自で箱から取り出す
２分前 ：コントロール位置説明表を配布

３分前 ：入場時に役員のチェックを受ける

入場前 ：アクティベートユニット（●）で動作確認
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■競技中
・地図上で指定された順番に回ってください。
・コントロールではE-cardをユニットにはめて通過記録をとってください。
・バックアップラベルを紛失し、E-cardが正常に作動せず通過を確認できなかった場合は失格に
なります。
・コースの途中、見通しの悪い車道を通行または横断する可能性があります。ご注意ください。
・競技時間は1時間30分です。
■フィニッシュ
・最終コントロールからフィニッシュまで：赤白テープ誘導
・パンチングフィニッシュです。フィニッシュ後は速やかに計センに進みE-cardの読み込みを行
ってください。
・途中で棄権する場合でも必ずフィニッシュを通過し、E-cardを係員に提出してください。フィ
ニッシュを通過しないと未帰還者として捜索されますのでご注意ください。
・地図回収は実施しません。出走前の競技者には地図を見せないようにしてください。
・コンパスを借りた方は、フィニッシュ後速やかに受付へ返却ください。
・フィニッシュ閉鎖時刻は13:30です。
・競技終了後は速やかにマスクの着用をお願いいたします。フィニッシュ地区にてマスクを各人
一枚配布いたします。
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その他
■地図販売受付
・本大会のコース図、全コントロール図を各500円で販売いたします。
・購入希望者は受付へ希望する地図の枚数を申告してください。11:00までに申告いただければ
表彰式後にお渡しいたします。
■表彰式
・12:10より表彰式を執り行います。
・当日の進行状況により多少前後する場合やクラス毎に個別で行う場合もございます。その際は
会場にてアナウンスをいたします。
・表彰者数：

上位3名（参加者4名以上のクラス）
上位1名（参加者3名以下のクラス）

■テレイン開放
・表彰式以降、テレインを開放いたします。反省・追加練習等にご利用ください。
・ご自身が競技で使用した地図または地図販売にて購入された地図を使用いただけます。
・My E-card使用者は計時可能です。
・テレイン開放は13:30に閉鎖とします。
・テレイン開放の利用有無の確認を運営が行うことはございませんので、閉鎖期限までには必ず
会場まで帰還いただくようお願いいたします。
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注意事項
・大会には個人の健康状態を十分に考慮した上で参加し、絶対に無理をしないようにお願いいた
します。運営の方では傷害保険に加入しておりません。ご了承ください。
・各項でも記載しておりますが、競技中を除く時間・場所において基本的にマスクの着用をお願
いいたします。
・運営側でもアルコール消毒等の新型感染症対策を十分に実施する予定ですが、参加者の皆
様におかれましても、大声を出さない、ソーシャルディスタンスに気を付ける等の対策を同様に
努めていただきますようお願いいたします。
・大会終了後に新型感染症に感染していることが発覚した場合は、速やかに大会問合せ先へそ
の旨をご連絡いただきますようお願いいたします。
・参加者が自分自身あるいは他者に与えた損傷・損害等について、主催者・主管者は責任を負い
かねます。各自の責任にてご参加ください。
・盗難等に関して、主催者・主管者は責任を負いかねます。貴重品は各自で管理するようお願い
いたします。
・会場及び競技エリアは火器厳禁です。喫煙もご遠慮ください。
・大会当日は大会関係者が競技の様子等の撮影を予定しております。大会終了後にWEB掲載や
広報に利用する可能性がございますので予めご了承願います。
・競技中に貸し出したE-cardまたはコンパスを紛失･破損した場合には実費（E-card：8,000円、
コンパス：3,000 円）をいただきます。
・本大会参加者以外に本大会エリア内に一般の行楽客もいらっしゃいます。競技中の接触等のト
ラブルのないように十分お気を付けください。
・根の上高原は全体が県立自然公園です。高原内でのキャンプ、車中泊、BBQ、花火等は禁止さ
れています。
・荒天や新型感染症の感染拡大状況により大会を中止する場合、当日6 時までにOLC ルーパー
web の方で告知いたします。
・結果は即日ラップセンターにて公開いたします。
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問合せ先
メールアドレス：olc.looper.contact@gmail.com（実行委員長：堀尾）
大会当日は電話（090-2185-9976）へご連絡ください。
大会WEB サイト：https://www.olc-looper.com/nenoue27th/
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運営者
実行委員長・競技責任者

堀尾 健太郎

コース設定者

住吉 将英

役員（五十音順）

五十嵐 羽奏、伊部 琴美、今井 里奈、鵜飼 須彦、大村 幸一郎、
川口 真司、嶋岡 雅浩、菅谷 裕志、杉浦 弘太郎、高水 友香、
高水 陽介、林 千尋、藤原 京子、藤原 孝太郎、前田 悠作、
前野 達也、南 吏玖
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