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実行委員長挨拶  

 「第 28 回金沢大学オリエンテーリング大会 兼 平成 24 年度石川県民オリエンテーリング大会」 

へ、ご参加ありがとうございます。 

今回の金大大会は、久々の春開催となりました。テレインは、石川県小松市の安宅の関を周辺と

した海岸沿いの新しいテレインです。北陸の変わりやすい天気に悩まされながらも、準備を進めて

まいりました。このように大会を開催できますのは、石川森林管理署・地元関係者の方々を始め、

多くの方々のご協力のおかげです。ご協力いただいた皆様に御礼を申し上げます。 

さて、テレインの北端に位置する安宅の関は、源頼朝の怒りをかった源義経が、弁慶らとともに、

平泉を目指して逃げる道中に、通過したとされる関所です。一行は関所で止められたものの、偽り

の通行証（勧進帳）を読みあげるなどの、機転を利かした勇気ある弁慶の行動によって通過出来た

という、歌舞伎の「勧進帳」の舞台として知られています。参加者の皆様が、弁慶のような知恵と

勇気で、果敢に競技に臨まれることを期待します。皆様のお越しを心よりお待ちしております。 

（実行委員長 金 和也） 

 

競技エリアへの立ち入り禁止について（クローズ範囲）  

本大会の終了まで、大会に参加を予定している者の下図赤枠の範囲内への、競技中以外の立ち入

りを禁止します。（境界線となっている車道は通行可能です） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%B3%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%8C%E8%88%9E%E4%BC%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%A7%E9%80%B2%E5%B8%B3
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タイムテーブル  

8:30  会場開場 

9:00～10:30 受付 

10:20～10:30 初心者説明 

11:00  スタート開始 

12:15  スタート閉鎖 

12:30  地図販売開始 

13:30  表彰式、フィニッシュ閉鎖 

14:30  サブイベント（フリーポイント O）スタート 

16:00  サブイベント表彰式、サブイベントフィニッシュ閉鎖 

17:00  会場閉鎖 

※要項から変更がございますので、ご注意ください。 

 

競技情報  

 (1)概要  

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） 

   ※サブイベントとしてフリーポイント O を実施 

計時  EMIT 社製電子パンチシステム 

競技規則 「日本オリエンテーリング競技規則」に準ずる 

(2)地図について  

平成 24 年金大 OLC作成（ニューマップ）/JSOM2007 準拠 

縮尺 1:7500/等高線間隔 2m/走行可能度 4 段階表示/耐水加工済み 

M21A/W21A/M35A クラス  A4 縦 

それ以外のクラス   A4 横 

※サブイベントのフリーポイント Oでは、縮尺 1:5000 に拡大した地図を使用します。 

 記号サイズの変更等は行なわず、単純に拡大した地図です。 

※M21A/W21A/M35A のクラスの地図は、2 マップになっています。  

右図のように、1 枚の地図に同一の地区の地図が 2 つ描かれています。 

①にはコースの前半部分（例:1～10 コントロール） 

②にはコースの後半部分（例:8～18 コントロール） 

が載っています。途中で①から②に読み替えて、コースを回ってください。 
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(3)テレインプロフィール  

海岸沿いの松林を中心とした、南北 1.5ｋｍ、東西 400m程度の細長いテレインである。地形は、

極めて平坦で標高差およそ 15mの砂丘地に、コブや小凹地などの微地形が多数点在する。植生は

基本的に松林で、伐採されていて見通しの良い部分を主とし、松が密集していてスピードの出にく

い部分も存在する。サイクリングロード及び多数の小径が発達している。 

 (4)コースプロフィール  

平坦な地形の中でアタックポイントを定めるのが難しいなかで、いかに確実に微地形をとらえる

か、そしていかに精度の高い直進を行うかが試されるコースである。また、テレイン内をスピーデ

ィに駆け抜ける走力が必要とされる。見通しの良いテレインのため、ルックアップも重要なカギと

なる。 

(5)コース距離・登距離・優勝設定タイム  

クラス 距離 登距離 優勝設定タイム 

M21A 5.3km 55m 30分 

M35A 3.9km 45m 25分 

M60A 2.6km 30m 25分 

W21A 3.9km 45m 30分 

W35A 2.6km 30m 25分 

W60A 2.0km 25m 20分 

B 1.8km 20m 20分 

N、G 1.4km 20m 15分 

※競技時間は、全クラス 75 分です。 

※W21A クラスの優勝設定タイムは、要項の 25 分から 30 分に変更になりました。ご了承ください。  

※変更する可能性があります。その場合は、当日、公式掲示板にてお知らせします。 

 (6)競技上の注意事項・地図の表記について  

・一部のクラスで、右図のように同一のコントロールを 2 回通るコース（バ    

タフライループ）があります。 

・テレイン内には、私有地・耕作地以外にも、立入禁止区域が存在します。

現地では、紫白テープが張られています。立ち入らないようにしてくださ

い。 
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・写真１のような立て看板、および、写真２のような道路沿いの小さな柵が多数存在しますが、地

図上では表記していません。 

・写真３のような松の幼木が密集しているエリアは、右図のように荒地の

上に B または C ハッチで表記をしています。 

・写真 4 のような細いテープがテレイン内にありますが、伐採業者のもの

で、テープ誘導ではありません。レース中の誘導は、赤と白の太いスズ

ランテープです。 

 

案内  

(1)会場へのアクセス  

・お車でお越しの場合：北陸道小松インターチェンジより、約 10 分。 

※会場周辺は細い路地が多く、複雑です。小松 IC からのアクセスは、下図のルートでお越しくだ

さい。会場向かいの「ケアハウス 安宅の郷ファミール」への案内看板がルート上にありますの

で、参考にしてください。 
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・公共交通機関でお越しの場合:「安宅バス停」より、徒歩で約５分。 

※小松バス安宅線（安宅・長崎方面） 乗車時間約 10分 

行き：小松駅（4番乗り場）発  :  8:10 / 9:45 

帰り：安宅発         :  13:34 / 15:48 / 17:29 

 ※バス停から会場へのテープ誘導はございませんので、下図などを参考にしてお越しください。 

(2)会場レイアウト  

※駐車場では、役員の指示に従い、会場側から詰めて駐車してください。 

※会場内は狭いので、荷物はなるべく車の中に置いてください。 

※入口にて靴袋を配布します。靴の泥をよく落としてから、会場内に持ち込んでください。 
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当日の流れ  

(1)受付  9:00～10:30 

＜事前申込み者＞ 

受付横に配布物の入った封筒を置いておきますので、各自で自分の名前を確認して、お取りくだ

さい。封筒には、バックアップラベル、アンケート用紙、サブイベント参加申込み用紙、コントロ

ール位置説明、Eカード（レンタルの場合のみ）が入っています。申込みに不備があった方には、

通知書も同封しておきますので、受付に申し出てください。また、過払い金があった場合も封筒に

同封してお返しします。 

＜当日申込み者＞ 

 受付においてある申込み用紙に必要事項を記入の上、受付に提出し、参加費（OMA・OWA・OB 

2500 円/N 500 円/G 1000 円）を、お支払いください。受付順にスタート時刻を指定し、バックアッ

プラベル、アンケート用紙、サブイベント参加申込み用紙、コントロール位置説明、E カードをお

渡しします。（マイ E カードの使用はできません） 

 

※アンケート用紙について 

 アンケート用紙回収箱を受付に置いておきますので、お時間があれば、記入して提出してくださ

い。筆記用具は、受付にございます。 

※サブイベント参加申込み用紙について 

 サブイベントは、ミドル競技の表彰式後に行います。参加を希望される方は、13:30 までに参加申

込み用紙を受付に提出してください。別途の参加費は不要です。 

※コンパス貸出 

 受付にて無償でコンパスの貸出を行います。紛失された場合は、実費(3000 円)をいただきます。 

※初心者説明 

 10:20 より、初心者説明を行います。説明を希望される方は、本部前に、お集まりください。 

※地図販売 

 12:30 より、受付にて地図販売を行います。白地図、コース図、全コントロール図を 1 枚 300 円で

販売します。 

※調査依頼 

 受付に調査依頼用紙を置いておきますので、競技に関する疑義があれば、ご記入の上、受付にご

提出ください。 

※救護所 

 受付に救護所を設けます。怪我・体調不良等がありましたら、お気軽に申し出てください。 
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 (2)スタート  11:00～12:15 

会場からスタート地区へ青色テープ誘導で、1.7km(徒歩約 25 分)です。歩道がないので、車に注意

して、気をつけて移動してください。スタート地区周辺は左下図を参照してください。スタート

地区での給水も行います。 

スタート地区の入口にアクティベートユニットを設置します。アクティベートユニットに Eカー

ドをセットし、ユニットのランプの点滅を確認してください。万が一ランプが点滅しない場合は

スタート役員に申し出ください。 

3 分前     出走するクラスのスタートレーンへお入りください。 

2 分前 1 つ前の枠にお進みください。 

1 分前 さらに 1 つ前の枠に進み、そのままスタートユニットの前にお進みください。スター

ト役員がＥカード番号を確認の上、地図をお渡しします。地図はスタートするまで見

ないでください。 

10 秒前    E カードをスタートユニットにセットし、そのままお待ちください。 

スタート  チャイマーの合図と同時に E カードをユニットから離し、スタートしてください。 

※スタート地区からスタートフラッグ（地図上の△）までは赤白テープ誘導です。 

※遅刻した場合はレーン 3 から、他のクラスのスタートの間に出走となります。スタート役員に

申し出てください。記録は、正規のスタート時刻からのタイムとなります。 

 (3)フィニッシュ、計セン  

 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。フィニッシュでは、役員が E

カード番号の確認を行います。また、給水と救護所を設けます。 

計セン（Eカードの読み取り）は会場内になります。フィニッシュから会場までは緑色テープ誘

導です。誘導に従って、寄り道せずに会場にお戻りください。 
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 (4)表彰式  13:30～  

ミドル競技の表彰式は、13:30 からを予定しています。県民大会の部として、石川県民の中で各ク

ラス１位の方の表彰を行った後、金大大会の部として、各クラス上位３名までの表彰を行います。

当日申込み者も表彰対象に含みます。 

 (5)サブイベント  

サブイベントとしてフリーポイント O を行います。（一斉スタートで地図上のすべてのコントロ

ールをめぐる速さを競います。コントロールを回る順番は自由です。）優勝設定タイムは、20 分で

す。参加を希望される方は、事前に「サブイベント参加申込み用紙」を受付にご提出ください。サ

ブイベントのスタートとフィニッシュは、ミドル競技のフィニッシュ周辺になります。会場から緑

テープ誘導に従って移動し、14:20 までにミドル競技のフィニッシュにお集まりください。 

サブイベントの表彰式は 16:00 頃を予定しています。サブイベントでは、上位 3 名の他、特別表彰

もございます。 

 

諸注意  

・ウォーミングアップエリアは特に設けません。会場からスタートへの誘導ルートでウォーミング

アップを行ってください。 

・茨が存在するため、体の表面を露出しない服装を推奨します。 

・金属ピンの付いたシューズの使用を禁止します。 

・テレイン内には、観光施設及びサイクリングロードがあり、一般の方も通行されています。迷惑

にならないよう走行してください。 

・テレイン及び会場内は火気厳禁です。 

・会場での飲食は可能です。ゴミはお持ち帰りください。 

・本大会では、傷害保険に加入しますが、怪我のないように十分注意してください。 

また、健康保険証の持参をお薦めします。 

・会場および、テレイン内で役員が写真撮影を行なっている可能性があります。ご了承ください。 

・荒天などやむを得ない事情で大会開催が中止とする場合は、公式 HPにおいて、早急にお知らせ

します。その場合、参加費の返金は行いませんので、ご了承ください。 

 

テープ誘導一覧  

スタート地区→スタートフラッグ 赤・白色テープ 

最終コントロール→フィニッシュ 赤・白色テープ 

会場→スタート    青色テープ 

 フィニッシュ→会場   緑色テープ 

 立入禁止区域    紫・白色テープ 



9 

 

問い合わせ先  

 実行委員長（金） 携帯電話 090-6814-2339 

メール  lbsbo＠stu.kanazawa-u.ac.jp 

大会公式ＨＰ  http://kindaiolc.web.fc2.com/meet/2012/ 

 

役員名簿  

 本部    ◎金 和也、池嶋 美佳、伏江 君也 

 受付・救護  ◎横山 理恵、松岡 里沙、野澤 麻乃 

 計セン  ◎川崎 隆大、石坂 翼樹、小山 健司 

スタート  ◎帖地 藍、高田 翔午、丹保 卓、松澤 卓也、小山 智弥 

フィニッシュ  ◎北 翔太、北川 拓弥、谷井 敦哉 

パトロール  ◎林 竜太郎、廣部 達哉、高嶋 健伍 

 

スタートリスト  

M21A(47 名) 

時刻 氏名 所属 e-card 

11:00 高橋 建輔 新大 OLC 157855 

11:01 和田 洋介 京大 OLC 64000 

11:02 石塚 脩之 横浜 OL クラブ 410073 

11:03 内藤 一平 あきちゃ同好会 64018 

11:04 山本 匡毅 名大ＯＬＣ 169806 

11:05 谷川 裕太 片塾 87666 

11:06 安中 勇大 むねひろ☆パラダイス 64022 

11:07 天谷 翔吾 白山 レンタル 

11:08 小菅 一輝 むねひろ☆パラダイス 64113 

11:09 佐藤 颯汰 新大 OLC 157827 

11:10 大箱 貴志 石川県民 64031 

11:11 堀 裕多 阪大ＯＬＣ レンタル 

11:12 川上 雅人 名大ＯＬＣ 168859 
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11:13 八神 遥介 青葉会 レンタル 

11:14 當坂 康紘 フライングボルト 64115 

11:15 坪井 嘉広 立命館大学 139392 

11:16 足立 良富 不由径 レンタル 

11:17 野村 龍生 新大 OLC 76932 

11:18 奥村 理也 ウルトラクラブ 401574 

11:19 宮本 佳記 朱雀 OK 64191 

11:20 笠原 朋樹 関大 OLD レンタル 

11:21 池田 俊彦 つるまい OLC レンタル 

11:22 木村 洋介 大阪 OLC 487892 

11:23 石井 伸明 新大 OLC 76900 

11:24 阿部 ゆかり 青葉会 410071 

11:25 小西 宏 大阪 OLC 410164 

11:26 倉本 竜太 京大 OLC 64044 

11:27 小松 和輝 新大 OLC 79269 

11:28 宇井 賢 むねひろ☆パラダイス 64078 

11:29 岡崎 智也 青葉会 レンタル 

11:30 津高 剛 阪大ＯＬＣ レンタル 

11:31 松室 隼人 KES 走友会 レンタル 

11:32 荒明 遼一 名大ＯＬＣ 169809 

11:33 山田 貴洋 FVD レンタル 

11:34 新 隆徳 入間市 OLC 77024 

11:35 猪飼 雅 不由径 レンタル 

11:36 藤生 考志 東京 OL クラブ 412628 

11:37 角岡 明 三河 OLC 409809 

11:38 松下 睦生 むねひろ☆パラダイス 64036 

11:39 高松 駿 
 

レンタル 

11:40 円井 基史 多摩 OL 77038 

11:41 平野 大輔 名大ＯＬＣ 168847 
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11:42 福井 直樹 阪大ＯＬＣ レンタル 

11:43 田中 宏明 むねひろ☆パラダイス 64089 

11:44 嶋岡 雅浩 名大ＯＬＣ 157915 

11:45 今野 直人 新大 OLC 79262 

11:46 片山 裕典 おいぐす 410179 

    

W21A（6 名） 

時刻 氏名 所属 e-card 

11:01 平瀬 有希子 
 

レンタル 

11:07 田嶋 允貴 奈良女子大 OLC レンタル 

11:11 石川 実起 奈良女子大 OLC レンタル 

11:16 高橋 恵 新大 OLC 129939 

11:24 堀口 奈保 東北大 OLC 412634 

11:29 樋口 みゆき 奈良女子大 OLC レンタル 

    

M35A(17 名) 

時刻 氏名 所属 e-card 

11:03 畑中 勝 金沢 OLK レンタル 

11:05 宮村 稔 小松市ＯＬＫ レンタル 

11:09 西田 伸一 OLC レオ レンタル 

11:12 愛場 庸雅 OLC レオ レンタル 

11:14 阪本 博 大阪 OLC 409812 

11:17 畝林 誠 金沢メタ坊～ず レンタル 

11:19 佐野 弘明 小松市ＯＬＫ レンタル 

11:21 小山 俊洋 朱雀 OK レンタル 

11:23 城森 博幸 OLP 兵庫 148500 

11:26 小野田 敦 京都 OLC・不由径 レンタル 

11:28 大林 俊彦 大阪 OLC 140820 

11:31 阿部 慎一 OLC ルーパー 76974 
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11:33 野沢 建央 大阪 OLC レンタル 

11:35 小泉 辰喜 東京 OL クラブ 409869 

11:37 山口 敏夫 富山ＯＬＫ レンタル 

11:39 谷垣 宣孝 OLP 兵庫 409833 

11:40 楠見 耕介 大阪 OLC 139721 

    

W35A(1 名) 

時刻 氏名 所属 e-card 

11:22 佐野 千恵美 小松市ＯＬＫ レンタル 

    

M60A(17 名) 

時刻 氏名 所属 e-card 

11:00 新家 秀男 中京 OC 406432 

11:02 関野 賢二 ＹＴＣ レンタル 

11:04 辻村 修 コンターズ レンタル 

11:06 西村 美樹彦 金沢 OLK レンタル 

11:08 磯部 貞夫 OLP 兵庫 412620 

11:10 塚田 元朗 京都 OLC レンタル 

11:13 柴田 喜一 つるまい OLC 409786 

11:15 成瀬 行雄 富山 OLK レンタル 

11:18 佐藤 政明 大府市 410143 

11:20 藤田 弘 小松市オリエンテーリング協会 レンタル 

11:25 山本 博司 
 

412158 

11:27 森田 輝夫 金沢 OLK レンタル 

11:30 石田 亘宏 愛知 OLC 401471 

11:32 大塚 雅三 金沢 OLK レンタル 

11:34 鷹澤 正 上越市 OLC レンタル 

11:36 坂本 佳也 京都 OLC レンタル 

11:38 林 博 サンワコン OLC レンタル 
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W60A(4 名) 

時刻 氏名 所属 e-card 

11:02 石田 美代子 愛知 OLC 409788 

11:10 福田 瑞恵 小松市 OLK レンタル 

11:16 辻村 紀子 コンターズ レンタル 

11:20 山本 陽子 
 

408454 

    

B(5 名） 

時刻 氏名 所属 e-card 

11:00 徳応 統 かほく市 OLクラブ レンタル 

11:04 田辺 豊二 かほく市 レンタル 

11:08 西川 香里 
 

レンタル 

11:14 坂本 美江子 京都 OLC レンタル 

11:18 池端 昭 金沢 OLK レンタル 

    

N(2 名) 

時刻 氏名 所属 e-card 

11:06 西谷 柊吾 
 

レンタル 

11:12 孫田 三郎 金沢オリエンテーリング協会 412129 

    

G(3 グループ) 

時刻 氏名 所属 e-card 

11:22 西川 尋乃、稜悟、渓祐、雅浩 
 

レンタル 

11:24 小林 舞香、力、香織 金沢市 レンタル 

11:26 猪飼 野風江、瑛輔、紗和子 不由径 レンタル 


