
2020/07/21 発表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主催：北海道オリエンテーリング協会 
主管：北海道オリエンテーリング２日間複合大会実行委員会 
協力：ルミカルフオリエンテーリングクラブ 
役員：実行委員長 宮川俊哉 副実行委員長 清水嘉人 

競技責任者 信原靖 副競技責任者 野口晃太郎 
運営責任者 笹田京 副運営責任者 森谷恵吾 

コース設定者 信原靖 
副コース設定者 清水嘉人・野口晃太郎・森倭渡 
 
 
 
８月２９日（土） 

 14:00  受付開始 
 14:30  受付終了 
 15:00    レース１：パーク＆ダウンヒルＯ 
   兼 Park-O Tour HOKKAIDO 2020 第３戦 
 17:30  フィニッシュ閉鎖 
 19:00  受付開始 
 19:30  受付終了 
 20:00    レース２：ナイト＆アミューズメントＯ 
   兼 ルミカルフＯＣヘッドライトレース 2020 
 22:00  フィニッシュ閉鎖 

 
８月３０日（日） 

 10:00  受付開始 
 10:30  受付終了・バス輸送開始 
 11:50  バス輸送終了 
 12:00    レース３：ミドルディスタンス競技 
   兼 第 42 回 北海道大学オリエンテーリング大会 

 代替大会 
 14:30    フィニッシュ閉鎖 
 15:00  表彰式 

 
詳細な日程は、プログラムにて発表します。 
大会ホームページ http://o-hokkaido.com/ 

 
 
 
● 競技規則 
（公社）日本オリエンテーリング協会が定める「日本オリエン

テーリング競技規則」に準じて行う。一部、企画による特別ル

ールを定める。 
● 地  図 

ISOM2017 に準拠して作成。 
 レース１ 2019 年「ルスツリゾート」リメイク 

1：10,000～1：5,000・5m 
 レース２ 2007 年「八ノ原 2005」リメイク 

1：5,000～1：3,000・5m 
 レース３ 2017 年「日暮山 2011」リメイク 

1 : 10,000～1：5,000・5m 
● 会  場 
北海道虻田郡留寿都村字泉川 13 ルスツリゾート内 

● テレイン 
本テレインは 2009 年にスキーオリエンテーリング世界選手

権を開催したルスツリゾート内およびその周辺で、標高は 350
∼700m に位置する。レース１のテレインはスキー場を中心と

した片斜面で構成されており、斜面は概して急だが走行は可能

である。本大会の「Orienteering Combined」の名にふさわし

く、テレイン南西部のゴンドラ利用を前提としたレースが計画

されている。レース２のテレインは南西部に位置する遊園地ま

で範囲が拡大される。レース３のテレインは 2007 年に閉鎖し

た旧ゴルフ場が中心となっている。テレインは主要道によって

3 つに分断されており、視認性の高い平らなエリアと、視認性

が低く藪が発達した急斜面より構成される。また、一部人工的

に作られた複雑な地形が存在する。高い集中力とスピードを保

ち、正確なナビゲーションをすることが要求される。 
● 立入禁止エリア 

公平性確保のため、本大会に参加を予定されている方が、本

大会の大会当日まで「日暮山」エリアについて立入を禁止する。

また「ルスツリゾート」エリアについて、8/29 当日にオリエン

テーリング地図を持った状態での立入を禁止する。 
● その他 

 コントロール通過証明 EMIT 社製 Ecard を使用 
 モデルイベント  準備しません 
 トレーニングコース 準備しません 
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● クラス 

※優勝設定時間は全クラスでレース１「60 分」、レース２「30
分」、レース３「45 分」です。ただしこれは現状での予想で

あり、予告なく変更することがあります。 
※競技時間は全クラスでレース１「90 分」、レース２「60 分」、

レース３「90 分」です。 
※年齢は 2021 年 4 月 1 日に到達する満年齢です。 
※女性は、男性のクラスにエントリー可能です。 
● 表彰 
※「Park-O Tour HOKKAIDO 2020 第３戦」として、レース

１の各クラス１～３位を表彰します。 
※「ルミカルフＯＣヘッドライトレース 2020」として、レー

ス２の各クラス１～３位を表彰します。 
※「第 42 回 北海道大学オリエンテーリング大会」として、レ

ース３の各クラス１～３位を表彰します。 
※「北海道オリエンテーリング２日間複合大会」として、レー

ス１・２・３の成績を統合し、各クラスの１位を表彰します。 
 
 
 
● 参加料 

 ２日間複合大会エントリー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※上記参加料には、選手村滞在にかかる基本的な費用（１泊２

食）が含まれます。参加行程にアレンジが必要な方は、大会

問合せ先にご連絡ください。 
※北海道オリエンテーリング協会会員の方は、会員優待割引と

して 500 円割引があります。 
※遅れエントリーおよび当日申込みはありません。必ず期日中

にエントリーをお願いします。 
※マイ Ecard を使用希望の方は、申込時に Ecard 番号を申告

してください。 
 各レース個別エントリー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※上記参加料には、選手村滞在にかかる基本的な費用は含まれ

ていません。必要な方は、大会問合せ先にご連絡ください。 
※遅れエントリーおよび当日申込みはありません。必ず期日中

にエントリーをお願いします。 
※マイ Ecard を使用希望の方は、申込時に Ecard 番号を申告

してください。 
● 大会申込方法 
１、仮申込：Web にてのみ受け付けます。エントリーフォーム

に沿って必要事項を記入の上、お申し込みください。 
２、返信：申込み情報に合わせて参加費を再計算の上、実行委

員会より連絡いたします。 
３、入金：実行委員会からの連絡を確認してください。問題な

ければ入金をお願いします。入金が確認できれば、申込み

確定となります。実行委員会側で入金が確認できないと、

申込みは確定となりませんので、ご注意ください。 
また、大会参加に当たり参加同意書（兼 健康状態確認票）を

提出していただきます。内容の確認と参加者本人署名の上、当日

ご持参ください。 
● 申込受付期間（送信・消印有効） 
エントリー ：7 月 27 日（月）～8 月 17 日（月） 
※遅れエントリーはありません。 
※当日申込受付はありません。 
● 参加料の支払い方法 
郵便振替の払込書（青色）に必要事項を記入して 8 月 21 日（金）

までに振り込んでください。 
口座番号： 02790-7-56831 
加入者名： 北海道オリエンテーリング協会 
通信欄に氏名、参加クラス、振込金額の内訳を記入してください。 
※※※他金融機関からの振込用口座番号※※※ 
ゆうちょ銀行 二七九(ニナナキユウ)店(279) 当座 0056831 

※払い込んだ参加料はいかなる場合も返金致しません。 

参加申し込みについて  

クラス・表彰について  

M21A 男性年齢制限なし経験者

W21A 女性年齢制限なし経験者

M35A 男性35歳以上経験者

W35A 女性35歳以上経験者

M50A 男性50歳以上経験者

W50A 女性50歳以上経験者

M70A 男性70歳以上経験者

W70A 女性70歳以上経験者

M20 男性20歳以下中級者

W20 女性20歳以下中級者

M15 男性15歳以下中級者

W15 女性15歳以下中級者

M12 男性12歳以下中級者

W12 女性12歳以下中級者

MBL 男性年齢制限なし初心者（トレイルランナー向け）

WBL 女性年齢制限なし初心者（トレイルランナー向け）

MBS 男性年齢制限なし初心者

WBS 女性年齢制限なし初心者

クラス 対象

M21A W21A
M35A W35A
M50A W50A
M70A W70A
M20 W20
M15 W15
M12 W12
MBL WBL
MBS WBS

クラス 参加料

19,500円

17,000円

レース１ レース２ レース３
M21A W21A
M35A W35A
M50A W50A
M70A W70A
M20 W20
M15 W15
M12 W12
MBL WBL
MBS WBS

3,000円

2,500円 1,500円 2,000円

クラス
参加料

3,500円 2,000円



 
 
大会申込先 

https://ws.formzu.net/dist/S14531800/ 
 
 
 
 
 
 
大会問合せ先 
rusutsuoc(アットマーク)o-hokkaido.com 担当 笹田 
TEL：080-9324-2390（受電専用） FAX：011-512-2251 
 
 
 
● 選手村について 
本大会では選手村を準備します。表彰式等は全て選手村のある

ルスツリゾートホテル内のコンベンションルーム等で行われま

す。この選手村滞在にかかる基本的な費用（１泊２食、Ｄランク

相当）は、２日間複合大会の参加費には含まれています。参加行

程などの理由によりアレンジ（泊数の増減、ランク変更など）が

必要な方は、大会問合せ先にご相談ください。 
また参加選手以外の同伴者につきましても、大会特別優待価格

があります。大会の前泊と後泊も優待価格で宿泊可能です。ご希

望の方は大会問合せ先にご連絡ください。 
◆大会特別優待価格（１泊２食付、税込サ込） 

 
● 交通について 
※主催者は参加選手の新千歳空港または札幌駅前から選手村

までの送迎について手配を行います。参加申込時にバスをご

指定ください。 
新千歳空港⇔ルスツ・・・ビッグランズ号空港線 
札幌駅前⇔ルスツ・・・ルスツ号 
※その他選手村への交通手段について。 
札幌⇔ルスツ⇔洞爺湖温泉の定期路線バスが１日４往復運

行しております。         道南バス ℡：011-865-5511 
※車利用の場合、ホテル駐車場に駐車出来ます。駐車料金は

500 円、宿泊者は無料です。 
 
 
 
物販として以下のものを用意しております。参加申込み時に併

せてお申し込みください。大会当日は、対応できない場合がござ

います。 
 

● 地図販売 
本大会で使用した、レース１～３の M21A,W21A の地図、６

種類をセットにして販売いたします。セット価格 2,500 円。 
● 公式大会Ｔシャツ 
Do-Ringen 2020 と第 42 回北海道大学オリエンテーリング大

会のコラボレーション公式Ｔシャツを販売いたします。サイズは 

Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＬＬ の４種類です。販売価格 2,500 円。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 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、競技の中断または大会を中止します。 
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 
・その他、主催者が中止すべきだと判断したとき 
● 競技の中断・大会の中止を判断した場合には、大会の公式掲示

板、大会公式サイトなどで発表します。 
競技の中断または大会の中止を判断した場合は、決定時点での

諸経費を差し引いた金額を返金いたします。 
 
 
 
傷害保険は、主催者側でも加入いたしますが少額ですので、各

人でも加入をお勧めします。 
大会の参加は、健康状態を考え、絶対に無理をしないでくださ

い。また、参加者が自分自身あるいは第三者に与えた損傷、損失、

損害について主催者はその責任を一切負いません。 
大会会場の一部は遊園地内となっており、一般利用者も多数い

ますので、お互いの迷惑にならないよう競技を行ってください。 
大会プログラムは 8 月 24 日頃 PDF 形式にて発表します。プ

ログラム郵送は行いません。 
今回も少人数での運営となりますので運営進行については皆

様のご協力をお願いいたします。 

  

留意事項  

競技の中断・大会の中止について  

大会申込・問合せ先  

選手村・交通について  

Aランク Bランク Cランク Dランク
1泊 ¥24,500 ¥19,500 ¥17,000 ¥13,500
説明 新館１室1名 新館１室2名 新館1室3名 ログハウス相部屋

物販について  



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.  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 

5.  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。 
6.  新型コロナウィルスの関係で、健康状態を確認しております。 

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、参加を見合わせていただくことがあります。どうぞご了承ください。 
 
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。 
 

Do-Ringen 2020 


