
   Snow Rogaine HOKKAIDO 2021  
～ 冬のロゲイニング ～ 

 
 
 

開催日時  ２０２１年３月２０・２１日(土・日) 荒天中止 
開催日程  ３月２０日（土） 

10:00 受付開始 
      11:00 Ａクラス競技スタート 
      13:00   Ｂクラス競技スタート 
      15:00 全クラスフィニッシュ 
      20:00 ナイトスペシャルレーススタート 
      21:00 ナイトスペシャルレースフィニッシュ 
      ３月２１日（日） 

09:00 受付開始 
09:30 Ａクラステクニカルミーティング（競技説明） 
10:00 Ａクラス競技スタート 
11:30 Ｂクラステクニカルミーティング（競技説明） 
12:00 Ｂクラス競技スタート 
14:00 全クラスフィニッシュ 

 
 
 
 
 
 
ク ラ ス  Ａクラス（経験者向け）１or２名で構成されたチームの参加 

Ｂクラス（初心者向け）１or２名で構成されたチームの参加 
スペシャルレース（経験者向け）１or２名で構成されたチームの参加 

競技形式  スノーシュー、スキーなどを利用して、雪原でロゲイニングを行います。 
   ※ナイトスペシャルレースは、フリーポイントオリエンテーリングです。 

詳細はテクニカルミーティングで説明します。 
   ※ロゲイニングについては、日本ロゲイニング協会の HP を参照してください。 
  http://www.rogaining.jp/index.php?lang=ja 
主 催   北海道オリエンテーリング協会 
集合場所  虻田郡留寿都村ルスツリゾート 
交通案内  ホームページを参照して下さい。 http://rusutsu.co.jp/ 
表 彰   各クラス・各レースの、男・女・混合の優勝チームを表彰します。また複数日の総合表彰、 

特別表彰もあります。 
計 測   EMIT 社製の Ecard を使用します。 
問 合 先   E-Mail: rusutsuoc(アットマーク)o-hokkaido.com 
   TEL: 080-9324-2390 （大会当日のみ：受電専用） 
注意事項   ・機材レンタルの準備があります。数とサイズに限りがあります

ので、必要な方は事前にお申し込みください。 
・健康については各自が責任を持って管理してください。競技中のケ

ガに備えて健康保険証の持参を推奨します。 
・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

いて主催者並びに施設管理者は一切責任を持ちません。 
・施設の自然を傷つけたり、現状を変更することはしないでください。 
・詳細・競技終了後の成績は北海道オリエンテーリング協会のＨＰで公開します。 

http://o-hokkaido.com/  
  

アイテム 料金

長靴のみ ¥1,000

スノーシューのみ ¥1,000

スノーシュー＋長靴セット ¥1,500

コンパス ¥500

スキーＯ用マップホルダー ¥2,500

レンタル料金



3 月 20 日・大会会場周辺図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 月 21 日・大会会場周辺図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



スケジュール 
 
＜＜３月２０日（土）・ロゲイニング１日目＞＞ 

10:00～12:30  １日目大会受付   スノーアクティビティランド２階 
10:30～10:45  Ａクラス競技説明   スノーアクティビティランド前（屋外） 
11:00～        Ａクラススタート   スノーアクティビティランド前（屋外） 
12:30～12:45  Ｂクラス競技説明   スノーアクティビティランド前（屋外） 
13:00～        Ｂクラススタート   スノーアクティビティランド前（屋外） 
     ～15:00  フィニッシュ   スノーアクティビティランド前（屋外） 

15:00～        成績速報、成績表・表彰式 
 
 

＜＜３月２０日（土）・ナイトスペシャルレース＞＞ 
19:30～19:40  ナイトスペシャルレース大会受付   スノーアクティビティランド２階 
19:40～19:50  ナイトスペシャルレース競技説明   スノーアクティビティランド前（屋外） 
20:00～20:10  ナイトスペシャルレーススタート   スノーアクティビティランド前（屋外） 
     ～21:00  ナイトスペシャルレースフィニッシュ   スノーアクティビティランド前（屋外） 

21:00～        成績速報、成績表・表彰式 
 
 

＜＜３月２１日（日）・ロゲイニング２日目＞＞ 
09:00～11:30  ２日目大会受付   ルスツヘリポート 
09:30～09:45  Ａクラス競技説明   ルスツヘリポート横（屋外） 
10:00～        Ａクラススタート   ルスツヘリポート横（屋外） 
11:30～11:45  Ｂクラス競技説明   ルスツヘリポート横（屋外） 
12:00～        Ｂクラススタート   ルスツヘリポート横（屋外） 
     ～14:00  フィニッシュ   ルスツヘリポート横（屋外） 

14:00～        成績速報、成績表・表彰式 
 
 

2 日間共通事項 
 

         大会受付について  
・全ての参加者は必ず受付をお通りください。 
・受付は以下の順番で通過して頂きます。参加者ご本人が受付にお越しください。 

 
① 「参加同意書（兼 健康状態確認票）」の内容をご確認の上、ご署名いただきます。 

この「参加同意書（兼 健康状態確認票）」は、本資料の最終ページにありますので、事前にご自身で
印刷、ご署名された上、ご持参された場合は、①をスキップして②にお進みください。３密を避けるためにも、
事前のご準備をお願いいたします。 

② 「参加同意書（兼 健康状態確認票）」をご提出ください。その際に参加者ご本人の検温をさせて頂き
ます。37.5℃以上の場合、または健康状態に問題がある場合は、参加を見合わせて頂きます。ご了承くだ
さい。 

③ 参加費を精算し、配布物（Ecard やビブスなど）をお受け取りください。 
 

・Ecard はコース途中のチェックポイントで、手動にて参加者がチェックすることを義務付けます。すぐに取り
出せるようにしてください。MyEcard は使用できません。なお紛失した場合は、競技は失格で実費弁済
（約１万円）となりますのでお気をつけください。 

・参加申込み等に不備のある方は、係員の指示に従ってください。 
・機材の貸出がある方はお申し出ください。終了後、受付に返却をしてください。 

 
         荷物置場・更衣室  

・荷物置場は大会受付で確認してください。ただし、係員は常駐していませんので貴重品の管理は各自で行っ
てください。 

・更衣室はルスツリゾート施設内にあります。大会受付周辺にはありません。 
 
 



         競技説明について 
・競技に関する説明を行います。全ての参加者はご参加ください。 
・競技参加にあたり必携品があります。ご自身で確認をしてください。 

競技中、各選手は常に下記の装備品を携帯（必携品）しなければならない。 
① マスク、② 参加同意書に電話番号を記載した携帯電話 

 
         スタートについて 

・スタートは一斉スタートです。スタート時には周囲の選手と充分に間隔をとってください。 
・Ecard のない選手はスタートできません。スタートで再配布はできません。 
・スタート時刻 3 分前になりましたら、ご自身で Ecard のアクティベートを行ってください。 
・スタート時刻になりましたらスタートをしてください。スタートユニットをチェックする必要はありません。スノーアクティ

ビティランド前が地図上でのスタートマーク（△）の位置となります。 
・遅刻した選手は係員の指示を受けてください。遅刻した選手のタイムは正規のスタートタイムより起算して、正

規のタイムとして認めます。 
・スタート時刻 10 分後にスタートを閉鎖します。それ以後の出走は一切認めません。 

 
         マップ交換について 

・A クラスはマップ交換があります（ナイトスペシャルレースを除く）。 
・マップ交換場所はスタートと同じ場所です。 
・マップ交換場所にはチェックポイントがあります。参加者はチェック後に１枚目の地図と１枚目の Ecard を係

員に提出してください。係員から２枚目の地図と２枚目の Ecard が渡されます。地図上のスタートの位置は
その場になります。 

 
         通過証明について  

・本大会では EMIT 社製 Ecard を使用します。各チェックポイントに着きましたら、バックアップラベルを下にして
Ecard を、フラッグに付いているユニットにはめてください。 

・バックアップラベルは紛失しても失格にはなりませんが、Ecard が故障した際には通過証明の代わりになります。 
 
         給水所・救護所  

・本大会では主催者側の給水・給食は行っていません。 
・競技途中でコースのルート上を離れ、トイレ、自動販売機に寄ることができます。 
・途中で棄権する場合には係員に申し出てください。 

 
         悪天候等のコース変更  

・本大会では、悪天時などによりコース変更、短縮、途中でコース閉鎖をする可能性があります。 
・コースの変更等については、コース上にいる係員から選手に伝えます。またこのことにより、順位やタイムに影響

を及ぼすこともあり得ますが、基本的には最終成績に加味いたしません。 
 
         フィニッシュについて  

・フィニッシュはスタートと同じ場所です。全参加者は必ずフィニッシュを通過するようにしてください。 
・パンチングフィニッシュです。フィニッシュに設置してあるフィニッシュユニットを Ecard でチェックしてフィニッシュと

なります。手動計時は控えです。Ecard で計時できない場合は失格もあり得ますので、正確にチェックをし
てください。 

・フィニッシュ閉鎖時刻は 15:30 です。途中で棄権する場合も必ずフィニッシュ・本部などの係員に連絡をして
ください。また、必ず Ecardとビブスが本部に戻るようにしてください。フィニッシュ閉鎖時刻までに Ecard が
戻らない場合は、未帰還者として各方面に行方不明者として捜索依頼の連絡をいたします。 

・質問・苦情等は本部にて文書のみ受け付けます。フィニッシュでは受け付けません。 
・機材を借りた方は受付で返却してください。フィニッシュでは返却できません。 

 
         成績速報、成績表・表彰式について  

・表彰式は行いません。 
・成績速報は web にて即時公開予定です。また成績表は web 上で公開する予定です。 
・各クラスの男女１～３名まで表彰いたします。 

 
 
  



競技上のご注意とお知らせ 
 
＜＜ロゲイニング競技規則＞＞ 

●コース上のチェックポイントを指定された時間内に見つけることにより得点が与えられる。得点はチェックポイントへの到達の
難易度により異なる。チェックポイントは任意の順番にまわることができる。より多くの得点を獲得したチーム、もしくは同点の
場合にはより早くフィニッシュしたチームが上位となる。 

※「コース」とは、ロゲイニング競技時間中にチームで移動する場所全てを指す。ただし、主催者により指定された競技外
地区やアクセス道路を除く。 

 
 

＜＜ナイトスペシャルレース競技規則＞＞ 
●この競技規則は公益社団法人日本オリエンテーリング協会が制定した「日本オリエンテーリング競技規則」を基本とし、こ
れを拡張したものである。 
「定義」 

ナイトスペシャルレースとは、競技者が地上に印されたいくつかの地点（コントロール）を、地図を使用して、可能な限
り短時間で走破するスポーツである。競技者とは、出場を認められた個人あるいはペアをいう。 

「適用」 
本規則は、スノーゲイン北海道 2021 ナイトスペシャルレースに適用される。 

●ナイトスペシャルレースの競技方式は、主催者によって設置されたチェックポイントすべてをなるべく早く通過し走破するタ
イムレース方式とする。成績は所要時間が短い者が上位となる。 
●フィニッシュ閉鎖時刻を設ける。各競技者はフィニッシュ閉鎖時刻までにフィニッシュを通過しなければならない。フィニッシュ
閉鎖時刻までに通過できなかった選手は失格（途中棄権）となる。 
 
 

＜＜ロゲイニング・ナイトスペシャルレース共通競技規則＞＞ 
●コース上に持ち込むことのできるナヴィゲーション用具は、競技地図、方位磁石および時計である。本大会ではこれら以
外のナヴィゲーション用具としてＧＰＳ受信機、万歩計、高度計をコース上に持ち込むことを許可する。競技地図に示され
る情報以外の追加情報のある地図の持ち込みは許可しない。 
●競技中、各競技者は常に下記の２つの装備品を携帯（必携品）しなければならない。 

①マスク、②参加同意書に電話番号を記載した携帯電話（ペアで最低１台） 
●競技者は自力で移動しなければならない。動力の付いた移動手段や、自転車、カヌー、馬、リフト、ゴンドラなどを利用
しての移動は許可しない。 
●競技者はスキーやスノーシューなどを外し状態（いわゆるツボ足）での移動を許可する。ただし外した機材（スノーシュ
ーやポール）は携帯しなければならない。 
●コース上では、ペアの構成員は、互いに声の聞こえる範囲内で行動しなければならない。この点について主催者あるい
は他競技者から確認された場合には実証しなければならない。 
●主催者が指定をする場所を除き、競技者が使用する目的で、競技前にコース上に食料や用具を置いてはならない。ま
た、競技中に全ての食料や用具をコース上で捨ててはならない。 
●主催者はコース上に給水所、給食所などは設けない。本大会では競技者はコース上にある公衆用の販売（売店、自
動販売機など）は利用をしても良い。ただしゴミは捨ててはならない。 
●競技者は故意にチェックポイントなど主催者によってコースに設置された設備に危害を加えてはならない。 
●チェックポイントの通過証明は EMIT 社製 Ecard を使用する。競技中に Ecard を紛失した場合は失格となる。 
●競技者が棄権を希望する場合には、近くの係員にその旨を報告し、Ecard を提出すること。棄権選手が出たペアは、そ
の時点で競技終了となる。 
●遭難信号を聞いたチームまたは競技者は、競技を中断し、必ず救助活動を行わなければならない。これらの救助活動
中に発生する競技規則違反は罰則としてチームまたは競技者に課せられない。 
●競技者は農地や植林地、主催者により指定された立入禁止区域を横断してはならない。競技中は交通規則を遵守し
なければならない。 
●競技者は植物あるいは動物の生態系を過度に破損・妨害してはならない。 
●新型コロナウイルスの対策に関して、屋外の競技中における競技者のマスク着用に関しては、競技者の自己判断とし、
主催者はマスクの着用を強制しない。 
●本競技規則に記載されていない内容については、主催者およびイベントプロデューサーの判断に委ねられる。 

 
 
 
 
 



＜＜競技の中断または中止判断基準＞＞ 
●下記の理由により、主催者が大会の開催、継続が困難と判断した場合、大会を中断または中止します。 
（１）気象警報：該当地域に大雨、洪水、暴風警報のいずれかが発令された場合 
（２）公的機関から中止要請がある場合 
（３）気象条件や他の条件により、主催者が大会の開催、継続が困難であると判断した場合 

・雷が近いとき 
・崖崩れ、落石、暴風、倒木など、競技者とスタッフの安全を確保できないとき 
・荒天下などで競技者の通過によって自然環境を損なう可能性があるとき 
・その他、主催者が中止すべきだと判断したとき 

●大会の中止・中断の判断は、大会公式掲示板、大会公式サイトなどで発表します。 
 
 
＜＜その他＞＞ 
・上記の競技規則に違反した者や、係員の指示に従わなかった者は失格となります。 
・競技上における変更事項は受付付近の公式掲示板にてお知らせいたします。 
・競技者が自分自身・あるいは第三者に与えた損害・損失等について、主催者は一切その責任を負いません。 
・本大会競技者には傷害保険を付保しております。ただし、少額ですのでご自身でも保険準備と健康保険証の持参をおす

すめします。 
・機材レンタルが必要な方は事前にお申込みください。(数に限りがあります) 
・競技詳細・競技終了後の成績は当協会のＨＰで公開します。 http://o-hokkaido.com/ 
・本大会は最小限の人数で運営しますので、競技者の皆様も円滑に運営進行するようご協力お願いします。 
・ゴミは必ず持ち帰ってください。 

 
 
  



参 加 同 意 書 （兼 健康状態確認票） 

 
私は、北海道オリエンテーリング協会が催行する本大会の参加に当たり、以下の条項全てを同意した上で署名致し

ます。また、私が未成年の場合は保護者が同意の上、共に署名致します。 
 

1.  私は、自然環境下での競技に伴う危険性を認識し、天候の変化や不測の事態による中止または変更が有り得るこ

とを理解し、主催者、運営スタッフの判断及び指示を順守し従います。 
2.  私は、本大会において万が一、障害、損害が生じた場合の補償は保険の範囲内とし、主催者、運営スタッフ及び

他の参加者に対して責任を問わず、自己の責任において処理します。 
3.  私は、本大会が医療施設から離れた場所で行われることを認識し、主催者が必要性を認めた場合、主催者の選択

する医療機関への搬送、応急処置、治療に従います。また、その際にかかった費用は自己の責任において処理しま

す。 
4.  私は、本大会がオリエンテーリング形式の競技であることを認識し、国土地理院発行の地図をベースとした主催

者より提供されるコース図を判読する能力を有します（または有する者とペアを組みます）。また、ルートミスな

どのトラブルは自己の責任において処理します。 
5.  現在の私の健康状態は、本大会参加に関して問題ありません。日常的なハンディキャップを持つ場合でも、参加

においては問題ありません。また、私は下記の項目に該当しないことを誓います。 
1）身体的障害   2）精神的障害   3）酒気帯び   4）妊娠中   5）その他体調不良 

6.  私は、本大会中に撮影された動画や静止画の肖像権一切を放棄し、ホームページならびにフェイスブック、ツイ

ッターなどＳＮＳ上に掲載することに同意します。また大会成績や大会記録等をメディアその他に掲載する権利

は大会主催者に属することを認めます。 
7.  新型コロナウィルスの関係による健康状態の確認について、 

当てはまる項目の□に✓を記入してください。 
発熱が無い（平熱より＋0.5℃以上、または 37.5℃以上の発熱） 
咳、喉の痛みなどの症状がない 
強いだるさや息苦しさがない 
体調は万全である 
２週間以内に海外渡航歴がない（同居者や職場で渡航歴がある方との濃厚接触を含む） 
同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいない 

以上に当てはまらない項目がある場合、参加を見合わせることに同意します。 
 

記入日 西暦    年  月  日     参加クラス               

参加者氏名               西暦    年   月   日生（  才） 

保護者氏名（未成年の場合のみ）                           

住所                                        

                   緊急連絡先電話番号              

※ 個人情報の取り扱いについて 
大会主催者は個人情報の保護に関する法律を順守し、個人情報の適正な取り扱いと保護に努めます。参加者より提供された個人情報（参加者氏名・

生年月日・保護者氏名・住所・電話番号・参加者の健康状態）は本大会参加同意の確認に使用し、情報発信については希望者のみとします。その

他の使用及び第三者への提供、開示等は一切致しません。 
 

 
 

Snow-Rogaine HOKKAIDO 2021 


