
４７ 
 

オリエンテーリング 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

交流の部 １０/２２(日) 

会場／県立芦原青年の家 

 
 
 
 
主催／福井県・福井県教育委員会・(公財)福井県体育協会・福井県レクリエーション協会 

あわら市・あわら市教育委員会・あわら市体育協会 
主管／福井県オリエンテーリング協会 

大会本部 

県民スポーツ祭実行委員会事務局 TEL0776-34-2719 

（(公財)福井県体育協会事務局内）FAX0776-34-2742 



 
■ ‘１７福井県民スポーツ祭オリエンテーリング大会 

 兼 福井国体デモスポ・プレ大会の開催に当たって 

 福井県オリエンテーリング協会 会長 相馬幸右衛門 

 

このたびは、‘１７福井県民スポーツ祭オリエンテーリング大会にご参加いただき、誠に

ありがとうございます。 

 福井県立芦原青年の家にオリエンテーリングのＭＡＰと常設施設が設置され、あらたなテ

レインとして使えるようになり、春のオープニング記念大会に引き続き、管理者の青年の家

のご理解を得て、県民の皆様にオリエンテーリングの普及を図るための県民スポーツ祭、お

よび福井国体をＰＲするデモスポ・プレ大会を開催することができました。 

ご参加の皆様に、オリエンテーリングに参加してよかったといってもらえるよう、当協会

会員一同準備をかさねてまいりました。さわやかな秋空のもと、オリエンテーリングを十二

分に楽しんでいただけるよう、心より願っております。 

最後になりましたが、今大会を開催するにあたり、オリエンテーリングに対しご理解をい

ただき、会場の提供や運営の協力をいただいた関係者の皆さまに厚く御礼申し上げます。 

 

 

【大会概要】 

■ 開催日時  平成 29 年 10 月 22 日（日）小雨決行、荒天中止 

■ 場所    県立芦原青年の家およびあわら市北潟湖畔公園 

        集合場所：県立芦原青年の家 正面エントランス 

■ 主催    福井県、福井県教育委員会、（公財）福井県体育協会、福井県レクリエー 

ション協会、あわら市、あわら市教育委員会、あわら市体育協会 

■ 主管    福井県オリエンテーリング協会 

■ 競技会役員 

大会名誉会長  橋本 達也   あわら市長 

大会会長    相馬 幸右衛門 福井県オリエンテーリング協会会長 

  大会副会長   大代 紀夫   あわら市教育長 

          堂庭 信男   あわら市体育協会長 

大会実行委員長 宇野 信彦   福井県オリエンテーリング協会理事 

■ 競技役員 

競技責任者   林  博    福井県オリエンテーリング協会副会長 

■ 競技形式  フリー・ポイントオリエンテーリング 

■ クラス   個人の部 上級者 （男子）ＭＡ、Ｍ５０Ａ（女子）ＷＡ 

 中級者 （男子）ＭＢ     （女子）ＷＢ 

トリムの部 （Ｎ）初心者個人、（Ｇ）少年少女組、家族組、一般組 

■ 競技規則  『日本オリエンテーリング競技規則』に準ずる 

■ パンチング ＳＩ社製電子パンチシステム 

■ 地 図   『芦原青年の家』縮尺 1/4,000 等高線間隔 2ｍ 

■ 当日参加費 個人の部 参加者 500 円（地図・保険代金） 

トリムの部参加者 200 円（保険代金） 



 

■ 大会スケジュール 

  ９：００ 受付開始  正面エントランス 受付 

 １０：００ 開始式   体育館 

 １０：４０ 初心者説明 正面エントランス前 芝生広場 

 １１：００ 個人競技の部 スタート 

 １１：１０ トリムの部  スタート 

 １２：３０ 競技終了（フィニッシュ閉鎖） 

 １２：３０ 閉会式、表彰式（予定） 正面エントランス 

 

■ 問合せ先  （なるべく、メールかＦＡＸでお願いします） 

 福井県オリエンテーリング協会 FAX:0776-35-9860 (TEL:090-1396-1002) 

Ｅ－mail o-fukui■mx5.fctv.ne.jp（■→@） 

追加案内・成績発表 http://orienteering.ehoh.net/ 

 

■ 荒天中止の場合 

  当日荒天が予想される場合、開催実施の可否の判定は前々日の 20 日（金）18：00 まで

に決定し、その情報は上記ホームページに掲載しますので、ご確認下さい。 

 

■ 当日のみの緊急連絡先 

 携 帯：090-1396-1002（競技責任者：林  博） 

 

■会 場    福井県立芦原青年の家（あわら市北潟 153-227） 

        集合場所：正面エントランス 

 

 

■ クラス 

 個人上級者の部 

ＭＡ 経験豊富な上級者男子個人 

Ｍ50Ａ 経験豊富な上級者 50 歳以上男子個人 

ＷＡ 経験豊富な上級者女子個人 

個人中級者の部 

ＭＢ 中級者男子個人 

ＷＢ 中級者女子個人 

 トリムの部 

Ｎ 初心者の個人 

少年少女 小中学生 2，3 人のグループ 

家族組 小学生以下を含む 2，3 人のグループ 

一般組 その他の 2，3 人のグループ 
 

  



■ 受 付（９：００～１０：００） 

◆受付・集合場所： 

いずれも福井県立芦原青年の家 正面エントランス 

◆受付で、受付簿に住所・氏名・連絡先、参加クラスを記入し、ＳＩカードをお受け取り

ください。競技終了まで、失くさないように責任を持って管理してください。 

◆コンパスの貸し出しを希望される方には、受付で貸し出しを行いますが、数に限りがあ

りますので、ご了承下さい。 

   ◆受付横に設置した公式掲示板において、競技に関する情報を公開します。必ずご確認下

さい。 

 

■ 開会式（１０：００～ ） 

  ◆開会式： 

・体育館において開会式を実施しますので、受付を済ませ、体育館に集合してください。 

＜開会式次第＞ 

   10：00     開会式開始 

   10：00～10：05 開会挨拶  福井県オリエンテーリング協会長 

   10：05～10：10 来賓挨拶  あわら市教育長 

   10：10～10：15 来賓挨拶  はぴりゅう 福井国体ＰＲ 

   10：15～10：25 競技の注意事項説明  競技責任者 

   10：25     開会式終了 

 

■ 初心者説明（１０：４０～ ） 

  ◆初心者説明： 

・開会式後、正面エントランス前の芝生広場において、初心者説明を実施します。 

その内容は、オリエンテーリングのやり方、地図の読み方、コンパスの使い方などの

説明となります。 

   （なお、雨天の場合は体育館で、開会式に引き続き行います。） 

 

■ スタート（個人の部１１：００、トリムの部１１：１０） 

  ◆個人の部のスタート時間 

・１１：００に一斉スタートします。 

・１０：５０に、以下の手順に従ってスタート枠に入ってください。 

 

  ◆トリムの部のスタート時間 

・１１：１０に一斉スタートします。 

・１１：００に個人の部のスタートが終わったら、以下の手順に従ってスタート枠に入

ってください。 

 

◆スタート方法は、時間指定の一斉スタート方式です。 

・スタート 10 分前までに、必ず「クリア」ステーションにＳＩカードをセットし、残っ

ているデータをクリアしてください。その後「チェック」ステーションにＳＩカード

をセットし、ピッという音がしてランプが点滅することを確認してください。 

なお、音やランプ点滅がない場合はデータが残っていますので、「クリア」ステーショ



ンでのデータクリアからやり直してください。 

・データクリアを確認したら、スタート枠に入り地図を受け取ってください。受け取っ

た地図は、合図があるまで開かないでください。 

・スタート時間の 1 分前に作戦タイム（1 分間）の合図があったら、地図を開いてどの

順番で回るか、グループ（個人）で作戦を立ててください。 

・一斉スタートですので、スタートの合図とともに直ちに各グループ（各自）でルート

を決めて進んでください。 

  

■ 競 技 

  ◆ＳＩカード 

・コントロールの通過証明は、ＳＩ社製電子パンチシステム（ＳＩカード）方式でおこ

ないます。 

・コントロールに到着したらコントロール識別番号（２桁の数字）を確認のうえ、「コン

トロールステーション」にＳＩカードをパンチしてください。ピッという音がして、

赤いランプが付きますので、必ずその音と光を確認してください。 

・万が一機材の不調で電気的なデータを取得できない場合は、ステーションの横につい

ている、赤い「バックアップパンチ」を押すことで完走判定をします。 

・ＳＩカードを紛失した場合は、失格となります。また、機材不調時に「バックアップ

パンチ」を押してこなかった場合も、不通過とみなされ失格となります。 

 

■ フィニッシュ（ ～１２：３０） 

  ◆フィニッシュ方法 

・パンチングフィニッシュ方式ですので、すべてのコントロールをまわったら、「フィニ

ッシュステーション」にパンチしてください、そこまでが競技時間です。 

◆ＳＩカードの回収 

・ＳＩカードはフィニッシュ後、計算センターでデータを読み取り、回収します。速や

かに計算センター（本部）へ移動してください 

・ペナルティがあった場合は、「バックアップパンチ」を確認したうえで、最終成績を発

表しますので、読取り段階ではとりあえず未確定といたします。 

・地図の回収は行いません 

◆その他 

・棄権をする場合も、必ずフィニッシュ・本部へ連絡し、ＳＩカードを返却提出して下

さい。（無断で帰りますと、行方不明者捜索扱いとなりますのでご協力下さい） 

・フィニッシュを１２：３０に閉鎖します。その時間までに必ずフィニッシュを通過し

てください。また、フィニッシュ閉鎖と同時に、コントロールの撤収をおこないます

ので、ただちに競技を中止してフィニッシュに向かってください。 

・全てのクレームは、本部備え付けの専用用紙でのみ受け付けます。回答は迅速に指定

場所にて行います。 

 

■ 閉会式・表 彰（１２：３０～ ） 

  ◆閉会式・表彰 

  ・表彰は閉会式で行う予定です。 

  ・各クラスとも３位まで表彰します。 



■ 一般注意事項 

 ◆荒天時の開催決定 

当日荒天が予想される場合、開催実施の可否の判定は前々日 20 日（金）18：00 までに

決定し、その情報は上記ホームページに掲載しますので、ご確認下さい。 

当日のみの緊急連絡先 （競技責任者：林  博） 携 帯：090-1396-1002 

◆コンパスの貸出 

コンパスの貸し出しを行いますが、数に限りがありますので、ご了承下さい。 

◆貴重品は各自で管理してください。 

◆大会実施中の負傷については、応急処置のみ行います。スポーツ傷害保険等への加入を

いたしましたが、くれぐれも自分の健康と体力を考えて出場し、絶対に無理をしないで

競技して下さい。 

 ◆参加者が自分自身、あるいは他にあたえた損害損傷について、主催者は一切責任を持ち

ません。 

 ◆本要項に記載された情報は、予告なく変更される場合があります。変更された場合は、

大会当日の「公式掲示板」でお知らせします。 

 

 

■ 問合せ先 （なるべく、メールかＦＡＸでお願いします） 

 福井県オリエンテーリング協会 FAX:0776-36-3300 (TEL:0776-36-2790) 

Ｅ－mail o-fukui■mx5.fctv.ne.jp（■→@） 

追加案内・成績発表 http://orienteering.ehoh.net/ 

 

 

 

 

 



 
 

 

1 アクアスポーツ株式会社 26 株式会社 TAS

2 一般社団法人　あすの福井県を創る協会 27 東武トップツアーズ株式会社福井支店

3 アシックスジャパン株式会社 28 株式会社トヨタレンタリース福井

4 足羽印刷株式会社 29 株式会社ナイガイ

5 株式会社アタゴ 30 新田塚スイミングスクール/スポーツクラブARC

6 アルカンシェル株式会社 31 日本商運株式会社

7 株式会社アルペン　スポーツデポ福井大和田店　アルペン鯖江店 32 ヒット工業株式会社

8 芦原ゴルフクラブ 33 株式会社福井銀行　

9 イワイ株式会社 34 福井県信用金庫協会

10 大塚製薬株式会社　福井出張所 35 福井県遊技業協同組合

11 株式会社オザキスポーツ 36 福井システムズ株式会社

12 上屋敷工業株式会社 37 株式会社福井新聞社

13 河和田屋印刷株式会社 38 フジタスポーツ

14 北日本建設株式会社 39 北陸電力株式会社

15 木下工業株式会社 40 マイプリントコーポレーション㈱

16 福井県民生活協同組合 41 株式会社マルツ電波

17 株式会社三和商会 42 三国観光ホテル

18 しあわせ福井スポーツ協会 43 株式会社ミルコン

19 株式会社ジゴスペック 44 名鉄観光サービス株式会社

20 白崎印刷株式会社 45 ヤスマテニス企画

21 信越化学工業株式会社武生工場 46 山惣工業株式会社

22 スバル食品㈱ 47 株式会社ユアーズホテルフクイ

23 有限会社立力 48

24 株式会社タニコーテック 49

25 中部インテリア株式会社 50

'１７県民スポーツ祭協賛企業



 
 


