2021/8/21 発表

SKI-Orienteering

北海道大会

２０２２スキーオリエンテーリング北海道選手権大会
＜スプリント ＆ パシュート or ミドルディスタンス＞
兼 世界学生スキーオリエンテーリング選手権大会２０２２ 日本代表選考会

日時：２０２１年１２月１１・１２日（土・日）
● その他
コントロール通過証明
トラックの割合
トレーニングコース詳細
現地気象情報

大会開催団体等
主催：北海道オリエンテーリング協会
協力：ルスツリゾートホテル＆コンベンション
ルミカルフオリエンテーリングクラブ

EMIT 社製 Ecard を使用
プログラムに記載予定
プログラムに記載予定
プログラムに記載予定

協賛：（株）アークコミュニケーションズ

ク ラス・表 彰 につい て

（株）サッポロスキッド
役員：運営責任者
コース設定者

笹田

京

信原

イベントアドバイザー

競技責任者

信原

靖

靖
なし（予定）

大会日程
１２月１１日（土）
10:00

受付開始

10:30

トレーニングコースオープン

13:00

スタートリスト公開

14:30

スプリント（Ｅクラス）

15:00

スプリント（Ｅクラス以外）

16:30

フィニッシュ閉鎖

20:00
正式リザルト公開（テクニカルミーティング）
１２月１２日（日）
08:30

受付開始

09:30

パシュート

10:00

ミドルディスタンス（マススタート）

12:00

フィニッシュ閉鎖

12:30

正式リザルト公開

詳細な日程は、プログラムおよび SNS 等にて発表します。

● クラス

クラス

対象

優勝設定
12日
スプリント パシュート ミドル
11日

ME

上級者男子

10分

30分

ー

WE

上級者女子

10分

30分

ー

A

オリエンテーリング
経験者

15分

ー

30分

B

スキー初級者

20分

ー

30分

N

オリエンテーリング
初心者

20分

ー

30分

※優勝設定時間は、現状での予想であり、天候や積雪の状況に
より予告なく変更することがあります。
※競技時間はスプリントが１時間、パシュートおよびミドルデ
ィスタンスが２時間を予定しています。
※「世界学生スキーオリエンテーリング選手権大会 2022 日本
代表選考会」に出走を希望する人は、Ｅクラスにエントリー
してください。
※Ｅクラスで男女の各トップより 30 分以上遅れた競技者は 12
日のパシュートに出走することができません。本人が希望す
る場合はＡクラスの出走を認めます。

大会概要
● 競技規則
（公社）日本オリエンテーリング協会が定める「日本スキーオ
リエンテーリング競技規則」に準じて行う。
●地
図 ＜ISski-OM2009 に準拠して作成＞
スプリント リメイク
1 : 5,000 等高線間隔 5m
パシュート リメイク
1 : 10,000 等高線間隔 5m
ミドルディスタンス リメイク 1 : 10,000 等高線間隔 5m

※B クラスは、健康で XC スキー（歩くスキー）でオリエンテ
ーリングのできる者であれば、年齢・性別は問いません。
※N クラスは、スノーシューでの参加も認めます。
● 表彰
※表彰式は行いません。成績速報を Web で公開します。
※MＥおよび WE クラスのパシュート１位を、北海道選手権者
とします。

参 加 申 し込 みについ て
● 参加料および宿泊料
※上記参加料には、レース参加
費と選手村滞在にかかる基本
費用（１泊２食）および交通
費が含まれます。参加行程に

クラス
参加料
クラス
参加料
クラス
参加料

用 具 の 斡 旋 ・貸 出 ・ 服 装 につい て
ME
WE
¥27,000
A
¥25,500
B
N
¥24,000

アレンジが必要な方は、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は、会員優待割引として
参加料から 1,000 円の割引があります。
※１日のみ参加の方は、参加料から 1,000 円の割引があります。
※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。ただし割引はありません。

スキーオリエンテーリングに参加するためにはクロスカント
リースキーとスキーオリエンテーリング用マップホルダー（もし
くは市販のマップケース）が最低限必要です。初心者の方で用具
にご不明な点があればご遠慮なく問合せ先にお尋ねください。
レンタルスキーについてはツアーリング（歩くスキー）用です
が実行委員会にて有料で貸出を行っております。大会参加申込書
にご記入の上、ご予約してください。
出場に際しての服装は特に指定しませんが、極寒地ですので全
身を覆うものとし、手袋の着用は必須とします。なお、雪目防止
のためサングラス・ゴーグル着用を推奨します。不適当な服装と
実行委員会が確認した場合は、出走を許可しない場合もあり得ま

※プログラム郵送希望は受け付けません。

すのでご注意ください。

※各種レンタル希望の方は、申込時に申告してください。
※大会の前泊と後泊も大会特別優待価格が適用になります。ア
レンジが必要な方はお問い合わせください。
● 大会申込方法
１、仮申込：Web にて受け付けます。必要事項を記入の上、お
申し込みください。

選 手 村 ・交 通 につ いて
● 選手村について
本大会では選手村を準備します。また参加者の同伴者につきま
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。ご希望の方は問合せ先にご連絡ください。

２、返信：申込み情報に合わせて参加料を再計算の上、実行委
員会よりメールで連絡いたします。
３、入金：実行委員会からのメールを確認してください。問題
なければ入金をすることで、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。
● 参加料の支払い方法

◆大会特別優待価格（１泊２食付、税込サ込）
ランクＡ：19,500 円（新館１室２名）
ランクＢ：17,000 円（新館１室３名）
ランクＣ：13,500 円（相部屋）
ランクＤ：11,000 円（相部屋、大学生向け）
● 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

郵便振替の払込書
（青色）
に必要事項を記入して 12 月 3 日
（金）

※車利用の場合、ホテル駐車場に駐車出来ます。

までに振り込んでください。

留意事項

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

※※※他金融機関からの振込用口座番号※※※
二七九（ニナナキユウ）店（279）

当座

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。

0056831

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

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。

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、

（複数人一括支払い可能）

損害について主催者はその責任を一切負いません。

※払い込んだ参加料はいかなる場合も返金致しません。
● 申込受付期間（発信有効）
通常エントリー

：9 月 1 日（水）～11 月 30 日（火）

大 会 申 込 ・ 問 合 せ先
大会申込先
https://ws.formzu.net/dist/S22208120/
問合せ先
rusutsuoc(アットマーク)o-hokkaido.com
担当

笹田・信原

TEL：080-9324-2390（受電専用・大会前日から）

悪天候の場合、または主催者が参加者の安全を十分に確保でき
ないと判断した場合、大会を中止することがあります。また、大
会開催地は極寒地となっており、スタート時の気温が-20℃以下
の場合には、スタート時刻を順延することがあります。
大会プログラムは 12 月 6 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。

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

5.

2）精神的障害

3）酒気帯び

4）妊娠中

5）その他体調不良

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

平成

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

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のみ使用し、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。

Hokkaido SKI-Orienteering
Championship 2022

