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第 7 回 さくらおろち湖ロゲイニング大会 プログラム（参加通知書）  

開 催 日：2021（令和 3）年 12 月 5 日（日） 雨天決行・荒天中止 

集合場所：雲南市尾原地域づくり支援センター（スタート、フィニィシュ地点） 

（住所：島根県雲南市木次町平田 36-1） 

重要事項   

・この競技は一般の交通ルールや社会マナーを守った上に得点ルールを重ねたものです。交通ルールを守り、安

全に競技してください。  

・救急搬送が必要な事故が発生したときは、その場から 119 番通報してください。携帯電話にある GPS 情報

が救急本部に通知されます。そのあと大会本部に知らせてください。  

大会本部電話  080-2881-3501  

・ソロ参加者は決して無理をしないでください。体に異変があればすぐに本部まで電話してください。 

・別紙「新型コロナウイルス感染予防対策」をご確認のうえ、感染拡大防止にご協力ください。新型コロナウイ

ルス感染症の拡大状況によっては、開催の延期もしくは中止する場合があります。 

 競技の説明   

競技の概要 

・制限時間は 3 時間です。制限時間内にどれだけの得点を得ることができるかを競います。 

・競技エリアには異なる得点の 44 個のチェックポイント（目標場所）が設けられています。チェックポイント

の番号が得点です。チェックポイントを回る順番は自由です。満点は 1,397 点です。 

・デジタル写真撮影による通過証明方式前です。チェックポイントでメンバーを入れてデジタルカメラで写真撮

影することで、通過証明とします。ソロ参加の方は、特徴物の撮影のみです。 

・フィニッシュ後、通過箇所の検証を行います。競技中に撮影した写真がすぐに確認できる表示画面をもったカ

メラを準備してください。 

 競技の流れ   

受  付（支援センター）  9：00-12：00 

・受付に「受付申込書」を提出してナンバーカード（ゼッケン）をソロ・チームに 1 枚、受け取ってください。

ナンバーカード（ゼッケン）は、代表者の方がスタッフからよく見える箇所につけてください。 

※前日からの悪天候が予想されます。安全に競技が終了できるようなるべくお早めの受付をお願いいたします。 

スタート（支援センター）  9：15-12：15 

・今回は、一斉スタートではありません。 

・スタート準備の出来たソロ・チームにポリ袋入りの「競技用地図、チェックポイント一覧表（背中合わせ）」を

配布します。１人 1 枚です。 

・地図とチェックポイント一覧表は耐水紙ではありません。汗や雨・雪で濡れると溶ける恐れがあります。ポリ

袋入りでご利用ください。 

・スタート時刻までの間に、どのように回るか作戦を立ててください。地図やチェックポイント一覧表に書き込

みをしてもかまいません。ペン等があると便利です。また、得点計算のために電卓があると便利です。 

・地図、チェックポイント一覧表を受け取った後、スタートまでは、支援センター敷地外に出ることは出来ませ

ん。 

・会場に「基準時計」を用意します。作戦タイムの終わったソロ・チームは、この「基準時計」を写真に収めて

ください。写真に撮影された時刻をスタート時刻とします。 
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競技中の移動手段・通過記録  

・競技中の移動は徒歩またはランニングのみとします。自家用車・自転車・バス・タクシーなどでの移動は禁止、

これらの乗り物を利用したチームは失格とします。地図上で紫の縦線で示された範囲への立ち入り、紫の×印

のついた区間の道の通行、山林部分で道や小径を外れて林の中を突っ切ることは禁止します。 

・各チェックポイントではデジタルカメラで写真を撮影し、通過したことを記録します。地図の○印の中心がチ

ェックポイントの位置です。撮影者以外のチームメンバー全員を入れて（ソロ参加の方は除く）撮影してくだ

さい。 通過記録写真の撮影はカメラの故障等やむを得ない場合を除いて同じ１台のカメラでしてください。 

・チームメンバーはスタートしてからフィニッシュするまで必ず一緒に行動してください。（単独行動や特定の

メンバーだけが回るといったことはいけません）すべてのメンバー間の距離が 30m 以内になるように行動し

てください。（肉声が届く範囲を目安としています） 

・競技中はナビゲーション補助機器（GPS 受信機、距離計、高度計等）や市販の地図の使用を認めます。 

フィニッシュ、ゴール（支援センター）  12：00-15：3０ 

・チームは必ず全員揃ってフィニッシュしてください。 

・フィニッシュはスタートと同じ場所です。「基準時計」を置いてありますので、スタートと同様に、時計の表示

時刻が分かるように撮影してください。撮影された時刻がフィニッシュ時刻となります。 

・制限時間（3 時間）を超過すると、１分までごとに 20 点の減点になります（超過時間 1 秒から 60 秒で 20

点の減点となります。その後 1 分超過するごとに 20 点ずつ減点されます。） 

・制限時間（3 時間）に 20 分以上遅刻しそうな場合は、チェックポイント一覧表に記載の連絡先までご連絡く

ださい。また、フィニッシュ時刻を 30 分以上超過したチームは失格となります。 

・スタートした参加者は必ずフィニッシュに戻ってきてください。やむを得ない事情でフィニッシュに戻れない

場合は必ず地図に記載の連絡先までご連絡ください。連絡が取れない場合は行方不明者として警察に届けるこ

とがあります。くれぐれも無断で帰宅することのないようお願いします。 

・貸し出したコンパスはフィニッシュのスタッフに返却してください。 

得点の集計  12：15-15：30 

・フィニッシュではスタッフが得点申告用紙をお渡しします。ソロ・チーム代表者の方は巡ってきたチェックポ

イント番号を得点申告用紙に記入してください。 

・記入を終了したら、チェックポイントを撮影したデジタルカメラとともにスタッフの写真確認を受けてくだ

さい。 

・成績は速報所に掲示します。 

表  彰  

・大会終了後の会場での表彰式は行いません。各クラスの１位～３位に賞品を送ります。 

・大会記録は後日 HP でご確認ください。 

 装備   

 参加者が準備する装備 

・携帯電話：緊急連絡用にチームに１台、用意してください。PHS 不可。電池切れを起こさないよう、充分な充

電と余裕のある使用方法をお願いします。当日の受付時に携帯電話番号申告書を提出してください。 

・デジタルカメラ：チェックポイントポイント通過記録用。1 チームに 1 台ご用意ください。携帯電話、スマー

トフォンで携帯電話等に付属のものでもかまいませんが、撮影した写真がすぐに確認できる機能のあるものに

限ります。 

・コンパス（方位磁石）：受付で貸し出します。破損、紛失の場合は実費をいただくことになります。 

・筆記用具（ペン、メモ用紙）、電卓：作戦を立てる時にあると便利です。 

・ファーストエイドキット、水、行動食、雨具、お金など。給水所は用意しません。給水・給食は参加者で準備

願います。自動販売機等は、数カ所しかありません。事前に十分な量をご用意ください。 



3 

 

服装 

・濡れたり汚れたりしてもよいロゲイニングに適した服装、靴、長袖、長ズボンでご参加ください。  

・イバラ道を通るルートでも破れない服装。 

・防寒対策に優れた服装。 

地図の説明   

サイズ A3 / 縮尺 1;20,000 / 等高線間隔 10m  

地図は国土地理院発行の 25,000 分の 1 電子地形図を基に、加筆修正をおこなったものです。  

磁北 

・地図の上側が真北になるように作成しています。磁北は、約 7 度 50 分 西に傾いています。磁北線間隔 

1000m。磁北線は、青色で引いています。 

通っていい場所 

・基本的には地図に書かれた道を通ってください。 

・国道 314 号の歩道のない箇所は、通行禁止です。横断歩道のない箇所の国道横断は禁止です。 

・地図に書いていない道でも、明らかに通ってよい道は通行しても構いません。現場の社会常識にあわせて通行

してください。 

・地図上では道があるのに、現地で通行禁止になっている場所は通らないでください。 

・地図の表現能力は有限であることを許容した競技であると理解してください。 

 その他   

競技中止の方針 

・荒天などやむを得ない事情で大会を中止する場合は、当日の午前８時までに現地で決定します。 

・競技中止の場合も参加者個別への通知は行いません。現地でのアナウンスのみとします。電話での個別の問い

合わせがあったときは対応します。  

・中止判断の基準：島根県東部に気象上の警報が発令されているとき。  

・競技が中止になった場合でも参加費の払い戻しは行いません。 

（新型コロナウイルス感染症について） 

・島根県に緊急事態宣言が発令され、大会開催日が宣言期間に入った場合 

・国、県、市町が示すイベント等の開催条件を満たせないと判断した場合 

・鳥取、島根県内で大会当日までの 2 週間以内に感染経路不明な感染者又はクラスター 

が確認された場合 

新型コロナウイルス感染症蔓延防止 

新型コロナウイルス感染症蔓延防止の観点から、下記のような体調不良等を感じた場合は大会への参加を見合わ

せてください。 

・過去 2 週間以内に同居家族や身近な知人に感染者がいる場合 

・大会４日前～当日までも３日間に１日でも体温３７．５℃以上あった場合 

・大会４日前～当日までの３日間に下記の症状がある場合 

咳または淡がある、のどに痛みがある／息苦しさがある／強いだるさを感じる／味覚や嗅覚に異常を感じる 

シリーズ戦対象大会 

今回は、JOA の「ナビゲーションゲームズ 2021」のシリーズ戦対象大会では、ありません。  

免責事項 

・参加者は良好な健康状態で参加してください。  

・万一事故等が発生した場合、主催者が加入している傷害保険の範囲内及び現場での応急処置以外の責任は負い

ません。各自健康保険証の持参をお願いします。 
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・悪天候、自然災害の発生等により大会を中止する場合があります。その際参加費の払い戻しはできません。 

・申込書に記載された個人情報は、主催者側にて適切に管理し、申込み内容の確認、連絡、大会案内、アンケー

ト等の送付のために利用させていただきます。 

・大会中の映像や写真をラジオ、テレビ、新聞等のメディア及び主催者ホームページ、フェイスブック等へ使用

する権利は主催者に属します。広報活動で利用することもありますので、ご承諾をお願いします。 

・大会会場における事故や盗難等について、主催者は一切の責任を負いません。  

参加通知書について（本プログラム）  

参加通知書（本プログラム）は、大会事務局より大会開催 5 日前までに発送予定です。 

主 催：さくらおろち湖ロゲイニング大会実行委員会  

共 催：雲南市、奥出雲町、島根県オリエンテーリング協会、ネクストパワー、ＮＰＯ法人さくらおろち、 

株式会社キラキラ雲南 

協 賛：石照庭園 

後 援：国土交通省出雲河川事務所、島根県雲南県土整備事務所、島根県トライアスロン協会、島根県山岳連盟 

協 力：(株)奥出雲振興「奥出雲サイクリングターミナル」、温泉地区地域自主組織「ダム湖の郷」、とんぼの会、 

ＮＰＯ法人奥出雲布勢の郷「佐白温泉長者の湯」 

問合先：さくらおろち湖ロゲイニング大会実行委員会 事務局 

電話（０８５４）４５－９２２２  

FAX（０８５４）４５―９２２３ 

MAIL  info@uspal-unnan.com 
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出場チームリスト 

参加者 

名簿 

ク ラ ス チーム名 代 表 者 人数 所属 

男子ソロ 

 
田村 晴久 1 島根 

カパトラ 岡田 成人 1 島根 

ペアラレーシング 吉野 勝雄 1 島根 

ルー・サーパンブランシュ 山本 紀史 1 島根 

 
倉橋 修二 1 島根 

女子ソロ 

 
船橋 直子 1 鳥取 

との 戸野 菜保子 1 鳥取 

家族チーム 

たにぐちや（イ） 田邊 和宏 3 鳥取 

たにぐちや（ロ） 田邊 明子 3 鳥取 

内田ファミリー 内田 和樹 4 島根 

はれお 岸本 昌志 4 島根 

チーム なにわ男子 栗原 久美子 2 島根 

メガネ CAP 細木 憲司 3 島根 

ヘリクリ 又葉 徳子 2 島根 

まいぜんチーム 八森 要 2 島根 

混合チーム 

COMPPASS松江 米倉 得雄 4 島根 

マリコヤセタカラ 山根 陵治 4 島根 

ここへん 協賛西工務店 渡部 伸也 4 島根 

TS 秋原 志帆 2 島根 

 

出場チームリストは整理でき次第下記に掲載します。 

・島根県オリエンテーリング協会 Facebook 

 https://www.facebook.com/shimanekenoa/ 

・さくらおろち湖ロゲイニング大会 Facebook 

 https://www.facebook.com/sakuraorochikorogaining/ 

・NPO 法人さくらおろちホームページ 

 https://www.sakura-orochi.jp/ 

・雲南市役所ホームページ 

 https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/ 

・奥出雲町ホームページ 

 https://www.town.okuizumo.shimane.jp/ 


