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【開催日】2017 年 3 月 26 日(日) 〈小雨決行・荒天中止〉 

【開催地】石川県金沢市 

【会場】奥卯辰山健民公園 

〒920‐1165 石川県金沢市若松町ア 32 

【主催】金沢大学オリエンテーリング部 

【共催】石川県オリエンテーリング協会 

【後援】石川県教育委員会、石川県健民運動推進本部、石川県体育協会、 

金沢市教育委員会、金沢市体育協会、 

北信越オリエンテーリング連絡協議会、 北國新聞社、テレビ金沢 

【協賛】御菓子処美福 

    上林茶舗 

    わくわく手作りファーム川北 

  
  

〈大会役員〉 

実行委員長 山森 汐莉   (2015 年度金沢大学入学) 

競技責任者 本村 汰一朗 (2015 年度金沢大学入学) 

コース設定者 寺西 翔  (2015 年度金沢大学入学) 

イベントアドバイザー 大竹 達也 (2013 年度金沢大学入学) 

 
 

 

 

 

 

この度は、第 33 回金沢大学オリエンテーリング大会にご参加いただきまして

ありがとうございます。 

 本大会で使用する「うさぎとたつ」は爽快な走りを楽しむことのできるテレ

インです。テレインは奥卯辰山健民公園内に位置しているため遊具、桜並木、

大会概要 

実行委員長挨拶 



ゴルフ場などがあり娯楽の場として金沢市民に親しまれています。またテレイ

ンの標高が高く市内を一望することができ、天気の良い日にはピクニックやお

花見で多くの人々が奥卯辰山健民公園へ訪れます。 

最後になりましたが、第 33 回金沢大学オリエンテーリング大会を開催でき

ますのは多くの方々のご支援のおかげです。本大会を開催するにあたって、ご

協力いただきましたすべての皆様に厚く御礼申し上げ、ご挨拶にかえさせてい

ただきます。 

                       実行委員長 山森汐莉 

 

 

 

 

 

9:00 開場・受付開始 

9:30 初心者説明 

10:00 レーストップスタート  

11:00 地図販売開始 

11:20  受付締め切り 

11:30  スタート閉鎖 

12:00 表彰式 

12:15  ゴール閉鎖 

14:30 会場閉鎖 

 

 
 

 

 

 

1．お車でお越しの場合 

北陸自動車道金沢森本が最寄り IC です。 

金沢森本 IC→会場：約 15 分(8.7km) 

 
 

タイムテーブル 

アクセス 



 

 

 

 
 

 

 

※駐車場について 

駐車場は奥卯辰山健民公園内の第 4、5 駐車場(下図赤枠内)をご利用ください。

奥卯辰山健民公園には一般の方々もいらっしゃいます。駐車の際には係員の指

示に従っていただきますようお願いいたします。 

 

 
 

 



 
 

 

2.徒歩でお越しの場合 

北鉄バス「92 朝霧台行 若谷停留所」で降車 

若谷停留所→会場：徒歩約 20 分(誘導あり) 

 

北鉄バス 92 朝霧台行 時刻表 

 
 

金沢駅 発車 若谷 到着予定 

8:10 8:30 

8:50 9:10 

 

 

 

 

 

本大会に参加を予定しているものは、大会開催当日まで以下の区域にオリエン

テーリング目的で立ち入ることを禁止します。 

(地図データ ©2017 Google ZENRIN) 

クローズテレイン「うさぎとたつ」 

 

 

立ち入り禁止区域 



 

 
 

 

 

 

 

奥卯辰山健民公園の第 6 駐車場(第 5 駐車場横)が本大会の会場となります。 

計セン後方の建物内にトイレおよび女子更衣室がございますのでご利用くださ

い。 

また、この建物内にてフォトギャラリーが開催されておりますので興味のあ

る方は鑑賞なさっていただいてかまいません。建物を利用するにあたって、建物

内に泥を持ち込まないようにご注意願います。 

大会当日テレイン内で工事が行われていますので、競技中十分にご注意くだ

さい。 

 

 

〇本部・受付 

大会会場内にあります。次ページの会場レイアウトを参照ください。 

  

〇計算センター 

フィニッシュから、係員および青色テープ誘導に従ってお進みください。次ペ

ージのレイアウトを参照ください。 

  

会場 



〇トイレ・更衣室 

計セン後方にあります建物内にございます。建物内は一般の方もご利用にな

りますのでマナーを守ってお使いください。また、トイレ・更衣室の出入り口は

誘導に従い、その他の出入り口を使用することのないようにお願いいたします。

詳しくは計センレイアウトを参照ください。 

  

〇公式掲示板、速報掲示板 

公式掲示板、速報掲示板を会場内に設置します。次ページの会場レイアウトを

参照ください。 

 

〇ウォーミングアップエリア 

大会会場からスタート地区までの舗装路区間をウォーミングアップエリアと

してお使いください。一般の方もご利用になりますので注意してください。 

  

〇荷物置き場 

駐車場が参加者待機所となりますので、お車でお越しの方は各自で管理をお

願いいたします。お車でお越しにならない方は受付横のブルーシートをお使い

ください。 

 

〈会場レイアウト〉 

駐車場以北は競技テレイン内ですので立ち入らないようにお願いいたします。 



 
 

〈計センレイアウト〉 

フィニッシュからは係員の指示に従い、青色テープ誘導に沿ってお進みくだ

さい。トイレおよび更衣室はレイアウトを参照してください。計センから会場

への誘導はございません。 

 

 
 

 

 



 

 

 

競技形式    ポイントオリエンテーリングによるスプリント競技 

計時      EMIT 社製電子パンチングシステムを使用 

競技規則    「日本オリエンテーリング競技規則」に準拠 

使用地図    「画龍点睛～兎追いし、辰の山」(「うさぎとたつ」リメイク)  

縮尺 1/4000 

走行可能度 4 段階表記 

等高線間隔 2m 

調査者 金沢大学オリエンテーリング部 

 

 

 

〈テレインプロフィール〉 

本テレインとなる奥卯辰山健民公園は、金沢市東部丘陵地の西側斜面にあるこ

とから、公園としては比較的高低差があり、大きなこぶがいくつか存在する。ま

た、その大部分が見晴らしの良いオープンになっており、スピードが出しやすく、

常に他の競技者が視界に入る状況となる。そのため、登坂力、走力に加え、他の

競技者に惑わされない正確で素早いナビゲーション能力が要求される。 

なお、今回使用する地図は、2011 年の第 27 回金大大会で使用された「うさぎ

とたつ」のリメイクとなっている。 

 

 

〈コースプロフィール〉 

本テレインは大部分が非常に見通しの良い芝生で構成されており存分にスピー

ドを出すことができる。一部エリアでは植込みが密集しているため正確な地図

読みが必要となる。 

 

〈コントロール位置説明〉 

競技情報 



コントロール位置説明を、スタート地区にて各クラス配布します。 

コントロール位置説明は地図にも印刷されています。 

G クラスのコントロール位置説明は日本語で表記されています。 

 

〈クラス情報〉 

クラス コース距離

(km) 

登距離(m) 優勝設定タイ

ム(分) 

競技時間 

L 2.5 70 12 45 

M 2.2 60 11 45 

S 1.6 45 8 45 

G 1.7 55  45 

〈二本目以降の出走について〉 

 二本目の出走を希望される方は受付にございます、出走時刻シートの記入を

済ませた後、出走してください。出走時刻シートには１分刻みで時刻が記載して

ありますので希望する時刻の横に名前およびクラスの記入をしてください。バ

ックアップラベルは、出走時刻シート横においてあります。 

二本目出走開始時刻は当日参加者を含めた参加者が１本目のスタートを終え

てからとしますので、当日公式掲示板にてお知らせいたします。 

また、二本目以降は表彰対象に含まれませんのでご了承ください。 

 

〈競技上の注意事項〉 

・ピン付きシューズの使用は禁止します。 

・公園内には工事が行われている区域があり、立ち入りは禁止します。地図上に

も表記されております。 

・公園内には一般の利用客が多くみられます。一般の方との接触には十分お気を

付け下さい。 

 

 

 



 

 

 

 

〈受付〉 

〇事前申込の方 

受付にて、バックアップラベル、アンケート用紙、レンタル E カード(レン

タルされた方のみ)の入った封筒をお渡しします。マイ E カードを忘れた場合

には、受付にて 300 円でレンタルが可能です。 

また、成績表の送付をご希望される方は受付役員に申し出てください。成績

表は１部２００円とし、大会後、申し込みされた住所に送付いたします。 

 

※出走クラスの変更を希望される方は当日受付にてお申し付けください。 

 

※事前申込でマイ E カードを使用される方で、E カード番号の変更を希望す

る方は受付にて修正を申告してください。 

 

 

〇当日申込の方 

受付においてある申込用紙に必要事項を記入の上、参加費とともに受付に提

出してください。配布物として、バックアップラベル、アンケート用紙、E カ

ード(レンタルの場合)をお渡しいたします。。 

当日申込の方の参加費は以下の通りになります。 

※E カードレンタルを希望される方はレンタル代として別途 300 円かかり

ます。 

一本目      600 円 

二本目以降     300 円 

 

 

大会の流れ 



〇コンパス貸出 

受付にて無料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。貸出を希望される方は受付にお申し出ください。 

 

〈初心者説明(希望者)〉 

9:30 より初心者説明を行います。説明を受ける方は、9:25 に本部前にお集ま

りください。 

 

〈スタート〉  

奥卯辰健民公園内大会会場からスタート地区まで緑色テープ誘導で徒歩約

3 分です。プログラム記載の会場周辺レイアウトを参考にし、スタート時刻に

遅れずにスタート地区に移動してください。スタート地区には現在時刻を表示

する時計があります。 

10:00 より L・M・S・G クラスの競技のスタートを行います。 

スタートレーンは左からＬクラス，Ｍ・Ｓ、G クラス,の 3 レーンです。二

本目以降もこのレーンに従って行ってください。 

今大会では遅刻枠を設けません。出走時刻に間に合わなかった参加者は当日

参加を含めた全参加者の一本目出走後に各クラスのスタートレーンでの出走

とします。したがって、遅刻した参加者は出走時刻からのタイム計時となりま

すが参考記録としますのでご了承ください。 

スタート待機所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。

この際、役員から E カードの確認を受けてください。スタート地区からスター

トまでは赤白色テープの誘導があります。 

 

〇スタート地区レイアウト 

 



 
 

 

〈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色テープ誘導です。パンチン

グフィニッシュになります。 

一本目の最終走者が出走する前にフィニッシュされた参加者の地図は、フィ

ニッシュ後に回収します。回収した地図返却は最終走者出走後に本部前にて返

却しますので役員の指示に従い所属及び名前の記入をお願いいたします。  

フィニッシュ後、役員の指示および青色テープ誘導に従って計算センターに

行き、読み取りを行ってください。 

この時の不通過コントロールの確認はバックアップラベルで行います。この

際、本大会では競技の円滑化のため、計算センターにおいての調査依頼を受け付

けません。調査依頼を希望される際は、競技終了後までに本部に調査依頼用紙を

提出いただければ、競技終了後速やかに調査し、回答させていただきます。調査

依頼用紙は本部にございます。 

L M/S      G  

 



 

〈表彰式〉 

12:00 より本部前にて表彰式を行います。 

L・M・S クラスにおいて男女別、一位の方、G クラスにおいて一位のグループ

を表彰いたします。当日申し込みの方も表彰対象に含まれます(要項 ver2 より

変更)。 

 

〈地図販売〉 

11:00 より受付にて地図販売を行います。料金は一枚 300 円です。数に限りが

ございますのでお早めに受付までお越しください。 

 

 

 

 

 

 

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→スタート待機所            緑色テープ 

フィニッシュ→計算センター         青色テープ 

立ち入り禁止区域              青黄色テープ 

 

 

 

 

〇当日申し込みの方でも、マイ E カードの使用が可能です。申し込み時に E カ

ードナンバーをご記入ください。 

〇E カードのレンタルには 1 人 1 枚につき 300 円かかります。 

〇無料でコンパスの貸し出しを行います。（紛失時は実費負担となります。） 

〇お車でお越しの方には無料駐車場を用意しています。詳しくは、「駐車場につ

いて」をご参照下さい。 

〇参加キャンセルの参加費の返還は行いません。 

注意事項 

使用テープ一覧 



〇不測の事態により大会の開催が困難となった場合は、大会ホームページにお

いて早急にお知らせいたします。なお中止となった場合参加費の返還は行い

ません。 

 

 

 

 

 

大会実行委員長 山森 汐莉 

メールアドレス rin421ltd☆stu.kanazawa-u.ac.jp(☆→＠) 

電話番号    090-5175‐1237 

 
 
 
 
 

本部      山森汐莉・本村汰一朗・寺西翔・大竹達也 

受付      木村史依・高瀬優衣・金森彩 

スタート    鈴木彩可・坂本有衣・西村秀斗 

計セン     山越広登・高橋秀明 

パトロール   清水龍太・神谷孫斗・鈴木佑・大箭歩・古川智也・波多野利樹 

ゴール誘導   渡邊壮・伊藤達瑠 

交通整理    井口悠士・日吉将大・指田真純 

役員一覧 

連絡先 


