
4-Sprint HOKKAIDO 20214-Sprint HOKKAIDO 2021

プログラム

大会全般のお問い合わせ
宮川俊哉

(4/23-25) 090-4415-2291

コロナウィルス感染症対策
体調に関する参加同意書提出、および各日とも受付での体温測定をお願いします

表彰式はおこないません。競技終了後は流れ解散となります

スプリント競技

OM20A   OW20A MB WB

OM21A   OW21A N
OM35A   OW35A G
OM65A   OW65A

春の北海道オリエンテーリング協会大会 2021

2021 年4月 24(土) レース 1: 13:30〜 / レース 2: 16:00〜
2021 年4月 25(日) レース 3: 10:30〜 / レース 4: 13:30〜

主催: 北海道オリエンテーリング協会
後援: 北海道、千歳市
運営責任者: 笹田京

競技責任者: 宮川俊哉
イベントアドバイザー: 信原靖

(4/22まで, 大会後) miyakawa_to@yahoo.co.jp

成績はLap Center(https://mulka2.com/lapcenter/)にて公開します

4 レース共通事項
地図: 縮尺 1:4,000 等高線間隔 2m A4 版 ISSprOM 2019 準拠
競技形式: 
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
クラス: Aクラス B/N/Gクラス

当日参加費:
1,500 円/レース、e-Card 200 円/レース

OM20A/OW20A は250 円/レース、e-Card 200 円/レース
N/B/Gは500 円/レース、e-Card 200 円/レース

https://mulka2.com/lapcenter/


・遅刻者は大会役員の指示を受けてスタートして下さい

・フィニッシュ地点に大会役員は常駐しません

・地図は回収しません。スタート前の参加者に地図を見せぬよう御協力願います

・予備の競技用地図が余った場合、先着順で販売いたしますが売切れ御容赦下さい

スタート: 
・スタート地点に枠は設けません (時計は設置します)
・スタート1分前に大会役員にe-Cardアクティベート・バックアップラベルの確認

を受けて下さい
・10秒前のブザーでスタートユニットにe-Cardをセットして下さい
・スタート3秒前から1秒おきにブザーが鳴り、スタートのブザーと同時に地図を取
りスタートして下さい

フィニッシュ:

・パンチングフィニッシュとなります (フィニッシュユニットで確実にパンチして
下さい)

・テープを辿って会場に戻り、e-Cardの読取りをお願いします

地図販売:
・地図は後日「どこスプ」にて公開予定です
(https://www.notion.so/38ecb47a1a094490b90b55737d84ff4c)

写真・動画撮影:

・大会の写真・動画撮影を予定しています。公開を望まない方は受付にてお申し出
下さい

<4/24(土)>
集合場所: 千歳市向陽台コミュニティーセンター体育館 (千歳市里見 2 丁目 9-2)

 https://goo.gl/maps/GirTL9JhdJjNw22M6
交通案内: JR 千歳駅より千歳相互観光バス 泉沢向陽台行き(乗車 22 分) 「千歳リハ学院前」

下車 徒歩 4 分 
駐車場: 市民駐車場を御利用下

さい

日程: 
12:00 開場
12:30~13:30 大会受付

・検温/参加同意書記入
事前申込者:

https://www.notion.so/38ecb47a1a094490b90b55737d84ff4c
https://goo.gl/maps/GirTL9JhdJjNw22M6


・参加受付

・追加情報などを公式掲示板で告知します

表彰式はおこないません。流れ解散となります。

・バックアップラベル・コントロールディスクリプション・レンタル
e-Card/コンパス受取り

当日参加者:

・バックアップラベル・コントロールディスクリプション・レンタル
e-Card/コンパス受取り

13:30~ レース 1 事前申込者トップスタート 

会場 → スタート: [赤テープ] 450m(徒歩6分)
会場周囲1ブロックをウォーミングアップエリアに指定します

テレインプロフィール: レース 1/レース 2 共通
千歳市郊外の住宅街に隣接した森林公園です。大きな沢を囲む細長い
形になっています。北海道テレインとしては珍しく小道が多くあり、
大きな沢を周回するコンタリングライン上に不明瞭な小径がありま

す。クマザサは少なく通行可能度は良好です。
このテレインの特徴として、第二次世界大戦中に近隣の千歳基地の倉
庫として沢の斜面に多数の横穴が掘られ、戦後に安全管理のため爆破
して塞いだ跡があり、地図上では「小さなきれつ」もしくは上下に 2 
つ並んだ「穴」として表記してあります。 

またミドルディスタンス競技用地図と同時調査・同時作図をおこなっ
たため、穴・凹地は点状記号を若干多用した表記になっています。

コースプロフィール:
ルートチョイスを課題としたコース設定で、道回りと直進が主な選択
肢です。選択を誤ると大きなタイムロスとなるレッグもあります。

非舗装路面が多いため、ピンスタッド付きシューズの使用をお薦めし
ます。

フィニッシュ → 会場: [赤テープ] 500m(徒歩7分)
15:30 レース 1 ゴール閉鎖
16:00~ レース 2 事前申込者トップスタート

会場 → スタート: [赤テープ] 1100m(徒歩14分)

誘導区間のうち、会場から450m〜650mの区間をウォーミングアップ
エリアに指定します

コースプロフィール:
ミドルディスタンス競技に近いテクニカルなコース設定です。今回の4
レースでは一番巡航速度が遅くなるものと予想しています。

非舗装路面が多いため、ピンスタッド付きシューズの使用をお薦めし
ます。

フィニッシュ → 会場: [青テープ(途中から赤テープ合流)] 900m(徒歩11分)
18:00 レース 2 ゴール閉鎖



近隣に無料駐車場あり

追加情報などを公式掲示板で告知します

検温

バックアップラベル・コントロールディスクリプション受取り

参加受付

<4/25(日)>
集合場所: 千歳市東雲会館 (千歳市東雲町 1 丁目 10)

https://goo.gl/maps/rHxLy5JPfQEs37oY9

会場は2階4号室(土足禁止・定員30名)、1階1号室(定員28名)、2階6号室(女子更衣
室・土足禁止・定員5名)

コロナウィルス感染症対策で定員は通常時の半分となっています。分
散利用に御協力願います。

交通案内: JR 千歳駅より 1.3km 

徒歩 16 分
駐車場: 

日程:
9:00 開場
9:30~10:30 大会受付

受付は2階4号室です

事前申込者:

当日参加者:

バックアップラベル・コントロールディスクリプション・レンタルe-
Card/コンパス受取り

10:30~ レース 3 事前申込者トップスタート
会場 → スタート: [赤テープ] 800m(徒歩10分)

誘導区間のうち、会場から500m〜650mの区間をウォーミングアップ
エリアに指定します

テレインプロフィール: レース 3

https://goo.gl/maps/rHxLy5JPfQEs37oY9


表彰式はおこないません。流れ解散となります。

千歳市街地にある森林公園です。南北を川に挟まれた台地になってい
ます。台地上は平坦で、川沿いは急斜面です。レース 1/レース 2 と同
様に横穴を爆破して塞いだ跡を「小さなきれつ」として表記してあり

ます。細い立木による「植生:速度低下」エリアが多いのが他の北海道
テレインに無い特徴です。また放置された倒木・落枝による少面積の
走行困難エリアも多く「植生:走行困難・見通し良好」として表記して
あります。
公園内に複数の駐車場があり、コースは駐車場・取付け道路を横断し

ます。自動車との接触事故には充分に注意して下さい。
コースプロフィール:

レース1と同様に、ルートチョイスを課題としたコース設定です。レー
ス1よりも平坦な地形でコントロール位置の難易度も下げてあるので、
巡航速度はより速くなるものと予想しています。
ほとんどが非舗装路面ですが急斜面が少ないため、ピンスタッド付き

シューズが有利とは限りません。
フィニッシュ → 会場: [赤テープ] 500m(徒歩7分)

12:30 レース 3 ゴール閉鎖
13:30~ レース 4 事前申込者トップスタート

会場 → スタート: [赤テープ] 950m(徒歩12分)

誘導区間のうち、会場から450m〜600mの区間をウォーミングアップ
エリアに指定します

テレインプロフィール: レース 4
千歳市の市街地です。平坦な地形で等高線間隔 2m でも数本しか等高
線がありません。舗装道路が入り組んでいますがテレイン内の交通量

は少ないです。しかし外周の片側二車線道路の歩道を走るルートもあ
り得るでしょう。植生による走行困難は気にせずに走れます。
民家の敷地は立入禁止ですが、自宅の庭先をギリギリに掠めて走られ
て気分の良い方はいらっしゃらないでしょう。数mは余裕を持った
ルート取りを心がけて下さい。市街地テレインを走る参加者のモラル
に期待します。

またテレイン内の道路の大部分は自動車の通行する生活道路です。交
通事故には充分に注意してください。

コースプロフィール:
常に集中して地図コンタクトを続けないと現在地をロストする「スプ
リントらしい」コースを目指しました。巡航速度は4レースで一番高い

ものと予想しています。
ほとんどが舗装路面かつ起伏が無いため、ピンスタッド付きシューズ
はお薦めしません。

フィニッシュ → 会場: [青テープ(途中から赤テープ合流)] 700m(徒歩9分)
15:30 レース 4 ゴール閉鎖



・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

・競技中のケガに備えて健康保険証の持参を推奨します

・少人数運営ですので事前申込・運営進行にご協力をお願いいたします

・自然を傷つけたり現状を変更することを禁じます

注意事項: 
・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は一切責任を持ち
ません

・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)

禁止事項:

・当日まで参加者のオリエンテーリングを目的とした 千歳市泉沢自然の森・青葉公園への立入
を禁じます 


