第 20 回
京葉オリエンテーリングクラブ大会
ベイサイドパークO幕張 プログラム

期日：平成13年2月17日（土）
会場：幕張海浜公園（千葉市美浜区美浜）
雨天決行、荒天中止
主催:京葉オリエンテーリングクラブ
競技責任者:藤沢政宏
コース設定:奥田健史
地図作成:田中 徹

会場（開場は10:30）
１ ）野外会場のため 、屋根はありません 。
ご了承ください。
２）女子更衣用テントを用意しますが、
テント内に荷物を置くことはできません。
３）公園使用許可の関係で、主催者の設
営するテント以外は設営できません。レ
ジャーシートは参加者各自でご用意くだ
さい。
４）トイレは会場近くにある箇所をご利
用ください。
５）公園内では火気の使用を禁じます。
６）水場での洗濯や靴洗いを禁じます。

７）最寄りのコンビニは会場から約 1Km
にファミリーマートがあります。それ以
外は駅周辺の商店をご利用ください。
８）参加費にゴミ処理費用は含まれてい
ません。大会参加にあたり生じたゴミは
各自でお持ち帰りください。

会場までの交通
[電車利用]
JR 京葉線「海浜幕張」駅南口より約 1.3Km
です。ピンク色テープ誘導に従ってくだ
さい。
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[マイカー利用]
１）国道 14 号線から「幕張五丁目」交差
点を南西方向（海岸方向）へ約 2Km です。
国道 357 号線からは「若葉 2 丁目」交差
点を同じく南西方向へ曲がってください。
２ ）「見浜園」交差点に出たらそのまま直
進して「まくはりの浜入口駐車場」をご
利用ください。
３）駐車場からは会場周辺図に従ってお
越しください。
まくはりの浜入口駐車場
開場：8:30〜17:30
料金：600円/日（自家用車）
会場に最も近く安価です。

地図
「幕張海浜公園」
（ 2001 年京葉 OL クラブ作成）
縮尺 1:5,000、等高線間隔 2m
B4 版
防水加工済
１）地図上に記号凡例は記載されており
ません。
２）地図見本は当日会場に掲示します。
★本大会で使用する地図は、用紙の中で正置さ
れておりません。地図面は回転配置されており、
用紙左上が北になりますので、ご注意ください。

クラス及びコース距離(予定)
クラス
ME/MA
WE/WA

受付
１）代走出場は一切禁止します。
２）コンパスの貸出しは行いません。

距離 登距離
4,200m
16m
3,250m
10m

備考
20controls
14controls

※初心者クラスの競技時間は 30 分です。
（事前申込者）
受付の必要はありません。会場内に設置
したコントロールカードをお取りくださ
い。また、他者のカードは持ち出さない
でください。
（当日申込者）

テレイン＆コース

★Webや電子メール経由でエントリーされた
方は同封の誓約書に記入の上、受付まで提出
してください。

１）受付時間は 11:30 まで（初心者クラ
スは 12:30 まで）です。
２）可能な限り先着順に、すべてのクラ
スで正規の競技者として受付けます。
参加費：1,000円（17歳以下は400円）
※初心者クラスは地図1枚につき200円
（12歳以下100円）

本大会が行われる舞台は幕張メッセに
隣接する幕張海浜公園です。テレイン内
には千葉マリンスタジアムがあり、美し
い人工海浜が広がっています。
舗装道を長く走る区間もありますが、
芝生・砂浜・森林などテレインはバラエ
ティに富んでおり、さらに幕張新都心の
景色も楽しめるコースとなっています。
ビジュアルコントロールが設置されます
ので、競技中の選手を会場付近で見るこ
ともできます。
走力のみならず、手続きの「速さ」も
要求され、スピーディーな競り合いが演
じられると予想されます。もちろん、ル
ートプランニングやコンパス直進などの
ナビゲーション能力も問われます。
勝負のポイントは「速さ」と「 正確さ」
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のバランスであり、 OL の醍醐味を味わ
うことができるでしょう。
（コース設定者 奥田 健史）

競技上の注意事項
１）競技規則は、(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」に準じます。
２）競技形式は、 IOF 記号による位置説
明とパンチチェック方式です。ただし、
初心者クラスでは日本語による位置説明
を採用します。
３ ）大会会場に公式掲示板を設置します。
プログラム発送後に追加された注意事項
を掲示しますのでご確認ください。
４）大会中に自己または第三者に対し与
えた損害につき、主催者は一切責を負い
ません。
５）路面保護のため、スパイクシューズ
等、金属製スタッドがついているシュー
ズの使用一切を禁止します。
６）雨・雪により路面が滑りやすくなる
箇所があります。足下にご注意ください。
７）コントロール位置説明表・コントロ
ールフラッグの見本は会場にて掲示しま
す。
★公園内には一般利用者が多数います。
競技中に衝突したり、邪魔をしないよう
にご注意願います。
★また、花壇・展示施設などに立入らな
いよう、コース設定には細心の注意を払
っておりますが、選手各人におかれまし
ても注意するようお願いします。

競技のながれ
１）会場からスタート地区までは約 700m
です。青テープ誘導に従ってください。
ウォーミングアップもこの区間内で行っ

てください。
２）スタート時刻の３分前に所定の枠に
お入りください。
３）地図はスタートチャイムと同時に配
布します。スタートフラッグまで赤白テ
ープ誘導です。
４）パンチ欄を誤った場合、リザーブ欄
（R1 から R3）を順に使用してください 。
５）最終コントロールからゴールまでは
赤白テープ誘導です。ゴールは会場付近
に設置されます。
６）ゴールではコントロールカードのみ
回収します。
７）競技前の参加者に地図・コース情報
を教えることのないようにお願いします。
なお、競技後に地図を持って公園内に入
り、他の競技者の観戦をすることはかま
いません。
８）ゴール・最終コントロールは 14:30
に閉鎖予定です。

競技のながれ（初心者クラス）
１）スコア形式で 13 時に一斉スタートし
ます。
２ ）全部で 22 ヶ所にコントロールがあり、
各箇所は地図上に○で示されています。
できるだけ多くのコントロールをチェッ
クしてください。
３）制限時間は 30 分間です。なお、制限
時間を超えると 30 秒につき 1 ヶ所分減点
となります。

表彰
１）初心者クラスは全参加チームに記録
証をさしあげます。
２）エリートクラスは上位３位、一般ク
ラスは各年齢区分の１位を当日表彰しま
す（14:30 開始予定 ）。
３ ）一般クラスの年齢区分は 、12 歳以下 、
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13 歳〜 15 歳、16 歳〜 20 歳とし、21 歳
以上は 10 年刻みとします(例：31 才〜 40
才が同じ区分となります)。

問合せ先

開催の可否について
１）前日夜に気象警報（大雪警報等）が
発令されている場合 、開催を中止します。
２）上記１）以外でも、参加者の安全を
確保できない事由が発生した場合には、
開催を中止します。
３）中止の決定は当日 AM8:30 までに行
います。大会公式 Web（ 巻末参照 ）の他 、
オリエンティア ML でも発表します。
４）大会が中止となった場合にも、参加
費の返金は行いませんのでご了承くださ
い。

１）大会公式 Web
http://www5b.biglobe.ne.jp/~takuo41/keiyo/
２）電子メール
藤 沢 政 宏 masahiro.fujisawa@nifty.ne.jp
３）電話
田中 徹 043-206-5104( 21 時〜 22 時)
※大会当日は、
携帯： 090-4666-5469（当日のみ使用可）
※大会後の忘れ物は、田中まで

（会場周辺図）
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大会終了後、会場そばのラウンジ Top
of MAKUHARI（幕張プリンスホテル5
0F）にて有志による打ち上げを開催しま
す。
オープンサンドウィッチ＆ケーキバイ
キングとなっており、参加費は一人1680
円です。窓からテレインが一望できます。
クラブ外の方の参加も歓迎！希望され
る方はレース後に本部まで。

