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〜 公園で行うオリエンテーリング 〜 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
主  催 北海道オリエンテーリング協会 
後  援 札幌市 
運営責任者 信原靖 

開催日時 2017 年 11 月 3 日(祝) 雨天決行・荒天中止 

   全クラス 11 時 00 分頃から段階的マススタート（一斉スタート） 
集合場所 旭山記念公園内 「Ｌ 展望デッキ」 (札幌市中央区界川 4 丁目) 
 http://www.sapporo-park.or.jp/asahiyama/wp-content/uploads/2013/03/map1.jpg 
交通案内 ・地下鉄東西線円山公園駅から 
  徒歩 約 35 分(2.9km 誘導無し)  https://goo.gl/maps/GjGwQdXRZE52 
  JR 北海道バス旭山公園線[円 13](毎時 1 本)で約 15 分、旭山公園前から徒歩 3 分 
 JR 北海道バスロープウェイ線[円 10](毎時 1 本)で約 7 分、旭丘高校前から徒歩 15 分 
  (1.2km)  https://goo.gl/maps/VBdWegCxsrB2 

・駐車場あり（参加者はなるべく第２駐車場をご利用ください。） 
日  程  10 時 00 分～10 時 30 分 大会受付 
 10 時 30 分頃  初心者講習会予定 
 11 時 00 分   Ａクラスマススタート 
 11 時 05 分   Ｂクラスマススタート 
 11 時 10 分   Ｎクラスマススタート 
 12 時 30 分   ゴール閉鎖・終了予定 
地  図 縮尺 1:5,000  等高線間隔 2m  A4 版 
競技形式 各クラス：２～４ｋｍのポイントオリエンテーリング、A クラスはバタフライループ方式 
ク ラ ス 年齢は平成 30 年 3 月 31 日に到達する年齢を基準とします。 

クラス 対象者 参加条件 クラス 対象者 参加条件 

M21A 男子上級者 無制限 W21A 女子上級者 無制限 

M20A 男子上級者 20 歳以下 W20A 女子上級者 20 歳以下 

M18A 男子上級者 高校生以下 W18A 女子上級者 高校生以下 

M35A 男子上級者 35 歳以上 W35A 女子上級者 35 歳以上 

M60A 男子上級者 60 歳以上 W60A 女子上級者 60 歳以上 

MB 男子経験者 無制限 WB 女子経験者 無制限 

N 初心者 無制限 G グループ 2～5 名のグループ 

パークオリエンテーリング大会 

   in 旭山記念公園 



位置説明 A クラスは IOF 記号表記  B・N・G クラスは日本語表記 
パンチ方式 EMIT 社 E-card(電子パンチ)を使用 
 (マイカード持参者は参加料から 200 円割り引きします) 
参 加 費 参加費は当日受付にて徴収いたします。 
 一般：[A クラス] 1,500 円/人、[B・N・G クラス] 1,000 円/人 
 学生：[A クラス] 1,000 円/人、[B・N・G クラス] 500 円/人 
 高校生以下：無料 
 北海道 OL 協会の平成 2９年度会員は事前申込に限り参加費 200 円割引き 
申込方法 郵送・FAX・E-mail による３つの方法があります。 

1） 郵送による申込(プログラム郵送希望者は郵送申込に限定されます) 
①氏名(フリガナ) (G クラスは代表者):  ②所属:  ③参加希望クラス:  ④マイ E-card No: (持
参者のみ)  ⑤生年月日:  ⑥性別:  ⑦住所:  ⑧連絡先電話番号:  を葉書等に記入の上、
問い合わせ先まで郵送してください。 

2） FAX による申込 
上記の①～⑧と⑨FAX 番号を記入して申込先に送信してください。 

3）  E-mail による申込 (推奨) 
上記の①～⑧と⑩E-mail アドレスを記入して申込先に送信してください。 

4） 申込先 〒064-0919 札幌市中央区南 19 条西 6 丁目 1-7-1001 信原靖 
 TEL 011-512-2251  FAX 011-512-2251 
 E-Mail: cak60560（アットマーク）pop13.odn.ne.jp 

申込締切 10 月 26 日(木)  (郵送: 当日必着、FAX&Ｅ-mail: 当日発信有効) 
 当日参加申込の方は 10 時 30 分までに直接受付にお越し下さい。ただし、地図とレンタル E-card の枚

数には限りがあり希望のクラスに出場できないことがあります。 
注意事項 ・A クラスは水辺を通過する箇所が有り、靴・服が濡れます。必ず着替えをご用意下さい。 
 ・生け垣・花壇は(地図に記載されていない小さなものも含めて)横断禁止です。 
 ・参加者が自身あるいは第三者に与えた損傷・傷害・損失等について主催者並びに公園管理者は一切

責任を持ちません。 
 ・健康については各自が責任を持って管理してください。 
 ・小さいお子様には、必ず保護者の方がついてください。 
 ・コンパスの貸出が必要な方は受付でお申し出ください。(数に限りがあります) 
 ・競技中のケガに備えて健康保険証の持参を推奨します。 
 ・詳細・競技終了後の成績は当協会のＨＰで公開します。http://o-hokkaido.com/  
禁止事項  ・公園内の自然を傷つけたり、現状を変更することを禁じます。 
＜初心者の方へ＞ 

オリエンテーリングが初めての方も気軽にご参加ください。公園内から外に出ることはないので安全に
参加できます。事前申込時に「初心者説明要」と添えていただければ、できる限り配慮いたします。 


