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オリエンテーリング日本導入50周年記念行事
ナヴィゲーションゲームズ2016

八王子フォトロゲイニング プログラム

開催日 2016年 6月 25日(土)
主催 東京都オリエンテーリング協会

共催 公益社団法人日本オリエンテーリング協会

後援 八王子市教育委員会

実行委員長 杉本光正

競技責任者 桜井剛

コース設定 瀧川英雄

協賛 TRIMTEX、inov-8、THE NORTH FACE

会場:あったかホール １ F多目的ホール
八王子市北野余熱利用センター 八王子市北野町 596-3

交通 公共交通機関でお越しください。

ＪＲ中央線

八王子駅 約 1.3ｋｍ 徒歩約 20分
京王電鉄京王線

京王八王子駅 約 1.0 ｋｍ 徒歩約 15 分
北野駅 約 1.6ｋｍ 徒歩約 25分
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会場レイアウト

【会場】

・会場はあったかホール入り口を入った右側の多目的ホールです。

・男女更衣室がございますのでご利用ください。

・多目的ホール内は水分補給は可能ですが、食事をすることは禁じられています。多目的ホールの外

のテーブル・椅子等をご利用される場合には、ロゲインニング参加者で長時間の占有をなさらない

ようにお願いします。

【スケジュール】

08:15～ 開場・受付開始(～ 9:20)
08:40～ 初心者説明（競技説明含む・初めての方は必ず参加してください）

09:00～ 競技説明・地図配布(スタート 20分前)→作戦タイム
09:30 スタート

12:30 【3時間クラス】クラス⑥⑦女性、男性ソロ制限時間
13:30 【3時間クラス】表彰式
14:30 【5 時間クラス】クラス①②③④⑤混合、女性、男性、家族、八王子家族チーム制限時間
15:30 【5時間クラス】表彰式
16:00 閉場

【受付】

配布物

1） ナンバーカード（チームで 1 枚）
2） エントリー確認書

3） チーム人数分の地図用ポリ袋

4） チーム人数分の参加賞

5） アンケート

・全チームスタート前に「エントリー確認書」を本部に提出して頂きます。提出が無い場合は失格に

なりますの でご注意ください。

・ナンバーカードは代表者の胸側に付けてください。

・ナンバーカードを止める安全ピン等は各自ご持参ください。

・会場でも安全ピン 1 セット（4 個）を 50 円で販売します。
・アンケートにご協力ください。会場内にアンケートを入れる BOX を準備します。
メンバー欠席の場合

・メンバーが欠席の場合は当日「エントリー確認書」で申告してください。

・チームが 2 人以上であれば同じクラスでの参加を認めます。また、混合チームから女性チーム、



- 3 -

男性チームへの変更も認めます。

・１人になった場合は、ソロ（3 時間）への参加を認めます。
・それ以外は、出走可ですが参考記録扱いとなり、表彰対象外になります。

・チーム、ソロ共に大会当日でのメンバー変更（代理参加）は出来ませんのでご注意ください。

事前のメンバー変更について

・エントリーした代表者及びメンバーの変更が生じた場合は、大会一週間前 6月 18日（土）までに、
問い合わせ先にＥメールでご連絡ください。その際、チーム名、代表者名、変更する方のお名前、

新たに参加される方のお名前・性別・年齢を記載してください。

・チーム全員を入れ替えることはできません。また、ソロの代走も不可とします。

・メンバーの変更に伴い、参加クラスの変更をすることは可能です。

・他のメンバーが欠席で一人になってしまったという場合にはソロ（3 時間）での参加が可能ですの
で、こちらもご連絡ください。

【競技に関する情報】

地図及びチェックポイント一覧（以下チェックポイントを CP とします）
A3判縦、地図縮尺 25000 分の 1
磁北を上にして作成しています。

フィールド

八王子駅を中心とした東西約 7 キロ、南北約 10 キロの範囲です。ほとんどが市街地でありコンビ
ニ・飲食店・自動 販売機・トイレは随所に存在します。

競技時間

5 時間［混合チーム、女性チーム、男性チーム、家族チーム、八王子家族チーム］
3 時間［女性ソロ、男性ソロ］
コントロール・得点

コントロール 45カ所
最高点 92点 最低点 10点 地図記載の番号が得点です。

全 CPを取ると 2000点です。

競技説明

・CP を示す地図及び CP 一覧をスタート 20 分前にステージ前にて配布します。地図及び CP 一覧
はチーム代表者が人数分受け取ってください。スタートまでにチームで相談して作戦を考えてくだ

さい。

・スタートは 9時 30分に全クラス一斉に行います。スタート 10 分前にはあったかホール前広場に

集合してください。3分前に記念写真撮影、 10秒前からのカウントダウン、スタート！の合図で競
技開始です。

・フィールド内に 45 個のチェックポイント（CP）を設定してあります。それぞれのコントロールを
通過すると CP 番号が得点として与えられます。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。

・通過証明方式はデジタルカメラ（携帯電話のカメラ機能可）の写真撮影によります。

・チーム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。原則肉声が届く範

囲（30ｍ以内）が目安です。
・給水・給食等主催者側では用意しません。必要な飲食物については参加者で準備してください。フ

ィールド内にはコンビニ・飲食店・自動販売機等多数ございますので金銭を携帯することをお勧め

します。

・制限時間までに必ずチーム全員そろってフィニッシュしてください。あったかホール入り口のデジ

タル時計の撮影がフィニッシュ の証明になります。

・制限時間に間に合わなかった場合は、超過時間 1 秒から 60 秒まで 100 点の減点となります。そ
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の後 1 分超過する毎に 100 ずつ減点されます。
・制限時間を 30分以上オーバーした場合は失格となります。制限時間を 30分以上オーバーするとわ
かった場合には必ず本部に連絡をしてください。

・フィニッシュを通らずに無断で帰宅することを禁止します。棄権する場合にも必ず会場に戻って申

告してから帰宅してください。

競技中の移動手段

・歩行および走行の自力による移動手段のみ認められます。電車・バス・タクシー・自家用車・バイ

ク・自転車・カヌー等の利用は認められません。

写真撮影による通過証明

・配布された CP 一覧に掲載された写真と同じ構図の写真を撮ることによって通過証明となります。
・写真は、ソロ参加を除き、撮影者以外のメンバー全員を入れて写してください。

・故障等やむを得ない場合を除き、撮影は 1台のカメラを使用してください。
・フィニッシュでの撮影は、時計のみを大きく写してください。メンバーを入れての撮影は渋滞の原

因となりますのでおやめください。

・フィニッシュ時に結果提出用紙を配布します。5 時間の部については全チーム写真の確認を行いま
すので結果提出用紙を記入の上、代表者がチェックブースで確認を受けてください。3 時間ソロの
部については入賞者のみ写真確認を行いますので、結果提出用紙を提出後、呼び出された場合は速

やかにチェックブースにお越しください。

・CPの撮影の際には、CP説明一覧表の画像・説明文をよく見て、写真を撮ってください。対象物の
反対側から撮影したり、構図が左右逆だったり、一覧表の説明文に指示されている撮影対象物が写

り込んでいなかったり、メンバーが欠けている場合は、CP の通過が認められません。参加者は自分
たちの責任で確認しやすい写真を撮るように心が けてください。

【装備】

参加者が必ず携行しなくてはいけないもの

・携帯電話 チームに 1 台、緊急連絡用に必ずご用意ください。電池切れ注意。
・モニタ画面付きデジタルカメラ通過証明の写真が確認できるもの。携帯電話・スマートフォンでも

構いません。

参加者が携行したほうがよいもの

・コンパス シルバ社のものなど、オイルの入ったオリエンテーリング用のものがお勧め。

・ペン 競技終了後の得点の申告にも使用します。

・保険証

・ファーストエイドキット

・飲料水・行動食・雨具・お金等 服装・靴 ・行動しやすい服装および靴

※公序良俗に反するような出で立ちでの出走は禁止します。

【表彰】

・準備が整い次第、クラス毎に表彰を行います。（フィニッシュ後 1 時間が目安）
表彰対象

・5 時間の部 混合チーム、女性チーム、男性チーム、家族チーム、八王子家族チーム

各 3 位まで
・3 時間の部 男女各 3 位まで
特別表彰も考えておりますので、表彰式に参加してからお帰りください。

【注意事項】

・移動では交通信号を遵守し、道路横断時は横断歩道利用など一般交通ルールを厳守してください。
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幹線道路沿いの信号は変わるまでに時間がかかります。時間の余裕を持ってフィニッシュに向かわ

れることを推奨いたします。

・フィールド内には、高速道路以外にも道路が自動車専用になっている区間があります。間違って入

り込むことがないようご注意ください。

・河川を渡るときは、歩行者の通行が認められている橋梁をご利用ください。特に会場北東側の八高

線の鉄橋は決して渡らないでください。

・フィールド内各所で道路工事が行われている場合があります。運営側は把握できておりませんので、

現場の状況に従って通行してください。

・寺社仏閣の境内や混雑した場所は走らないでください。

・大学の敷地等、一般の方の立ち入りが認められていない場所には入らないでください。

・ペットなどの動物をつれて競技しないでください。

・当日の天候は雨天・高気温等が予想されます。事前に天気予報等を確認し、気候にあった準備をな

さって下さい。特に熱中症には十分注意し、こまめな水分補給を心がけて下さい。

・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等に使用する権

利は主催者に属します。また、成績等で氏名を主催者ホームページ等に掲載する場合がございます

のでご了承ください。

【シリーズポイント】

・5 時間の部は、日本オリエンテーリング協会がとりまとめるナビゲーションゲームズ 2016 のシリ
ーズ戦対象大会となります。本大会の成績に従ってシリーズポイントが得られます。

【緊急対応事項】

1.大会中止について 荒天等により、参加者の安全を確保できないと判断した場合、大会を中止しま

す。この場合、参加費の返金は行いませんのでご了承ください。大会を中止する場合は、八王子フ

ォトロゲイニングホームページで大会当日午前 5時ころまでにご案内いたします。
2.けが等の責任・処置 参加者の不注意または故意によって生じたケガ、または第三者に与えた損害

は参加者の責任となりますので、十分注意して行動されるようお願いします。健康保険証をご持参

ください。東京都オリエンテーリング協会で当イベントを対象とした傷害保険包括契約に加入して

います。

【プール】

あったかホール４階に温水プールがあり、一般の方も利用可能です。競技終了後にぜひご利用くだ

さい。

大人 ２００円 子ども ７０円

【問合せ先】

イベント前日までは E-mail ： ghb01420@nifty.com 可能な限り E-mail をご利用ください。
イベント当日及び緊急でやむを得ない場合、電話：090-3534-0116 笠原までご連絡ください。但し応

答できない場合もありますのでご了承ください。


