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■大会概要

■コース情報

主催

種目名
コース別の優勝設定
Day1 ミドル
L：35min S：30min
Day2 ミドル
L：35min S：30min
Day3 ミドル
L：40min S：30min
Day3 スプリント L：15min S：10min
Day4 ロング
LL：80min (LS：50min) S：60min
Day1 ナイト
15min（1 コースのみ）
Day3 トレイル
60min（1 コースのみ・競技時間）
Day4 マイクロスプリント
5min（1 コースのみ）
Day3＆4 MTBO 30min（複数コース設定予定）
・優勝設定はいずれも男子大学生想定です。女性は 1.3 倍程度
と考えられます。
・L コースは E,A(中上級者)レベルで長め、S コースは F,B(初
心者)レベルで短いです。どちらに出るべきか迷った方は S
クラスにしましょう。

しおや 4days 実行委員会
坂野山遊地図企画・ヤマカワオーエンタープライズ

会場

23,24 日：倉掛公民館（栃木県矢板市倉掛 815）
25,26 日：塩谷町休養村（塩谷町大字熊ノ木 987-2）
夜間の本部・キャンプ場は全日程で塩谷町休養村

■スケジュール
23 日 13:00～17:00
20:00～21:00
24 日 9:00～13:00
24 日以降常設
25 日 8:00～12:00
13:00～17:00
9:00~17:00
26 日 9:00～10:00
10:30～12:00
9:00~14:00

ミドル（倉掛湧水池）
ナイト（塩谷町休養村）
ミドル（塩谷田所）
マイクロスプリント（塩谷町休養村）
ミドル（塩谷熊ノ木）
スプリント・トレイル（塩谷町総合公園）
MTBO（倉掛湧水池）
ロング一般（塩谷熊ノ木）
ロングチェイシング（塩谷熊ノ木）
MTBO（倉掛湧水池）

・最終日のロング L コース申込者は、男子若年層チェイシン
グ対象者のみ LL のロング、女子や中高年層のチェイシング
対象者は LS でロングの短縮コース、対象外の一般参加者は
ロングか短縮コースかを当日選択可能です。
■表彰・申し込み・参加費

■大会役員
実行委員長 坂野 翔哉 (坂野山遊地図企画)
協力 山川 克則 (ヤマカワオーエンタープライズ)
動画班 小柴 滉平 北川 賢也
23 日ミドル/24 日ミドルコース設定者 齋藤 佑樹
25 日ミドル/26 日ロングコース設定者 大石 洋輔
25 日スプリントコース設定者 小牧 弘季
25 日トレイルコース設定者 大西 正倫
MTBO 羽鳥 和重 阿部 稜
計算センターなど 西下 遼介 友田 賢吾
試走や設置など 伊藤 樹
■競技情報
・ミドル×3 とスプリントの 4 競技は会場からスタートまで徒
歩で移動し、出走時刻は指定の時間帯内で自由で、会場の近
くがフィニッシュです。4 競技の合計タイムが最終日ロング
のスタート時刻に影響します。
・ロングはスタートとフィニッシュ両方が会場付近です。4 競
技の成績上位者は秒単位のスタート時刻を指定しチェイシ
ングスタートとなります。フィニッシュ順位が総合成績で、
表彰順位となります。チェイシング対象外の一般参加者の出
走時刻は指定された時間帯内で自由です。
・計時は原則 EMIT システムを用いますが、スプリントでは SI
システムを使用します。トレイル O ではスマートフォンでの
Google form 使用を推奨します。MTBO ではスマートフォン
の NaviTabi アプリを使用します。
・ナイト O の出走にはライトが必要です。スマートフォンのラ
イト機能は端末の破損や怪我につながるのでやめましょう。
・ナイト O、トレイル O、マイクロスプリント、MTBO の追加
競技は特に競技性が本格的ではないことをご了承ください。
・開催時間などは目安であり、変更される場合があります。詳
細は後日発行するプログラムを参照ください。

・4 日間 5 競技の参加について、L コースと S コースの 2 種
類のクラスがあります。表彰はクラスごと 5 競技合計タイ
ムで男女、年齢層別(2-3 区分で詳細 未定)で行います。
・
「4 日間参加」の費用は学生(院生含む)が 10,000 円、その他
一般が 15,000 円です。これには追加競技を含みません。
・
「部分的な参加」も可能です。料金はミドル 3,000 円、スプ
リント 2,500 円、ロング 4,000 円です。学生は各 1000 円引
・
「土日のみ参加」の申込プランを用意しますが、表彰や料金
体系に「部分的な参加」との違いはありません。
・追加競技はナイト、トレイル、マイクロスプリント、
MTBO を設ける予定です。1 種目 500 円から 1000 円程度
となる見込みです。当日現地での受け付けを承りますが、
Japan-O-entrY での事前予約を推奨します。
・L コースを走ったあとの余った時間の自主トレーニング等で
S コースの追加メニューを希望の場合、地図販売の事前申込
（1 枚 500 円）をご利用ください。
・ E カードレンタルは参加費と別途で 1 日 300 円です。SI レ
ンタル(SIAC 使用)はスプリント参加費に含まれますが、持
参の場合は 300 円割引いたします。
・今大会に使用する目的での E カード(Ver.6)の購入希望予約
を受け付けます。在庫が 7 枚なので申込先着順です。
■宿泊・その他

・塩谷町休養村でのキャンプ及びバンガロー予約を取りまと
めます。予約は大会申込みとは別途行います。Japan-OentrY や HP 記載の指示に従ってください。指定施設以外の
宿泊や日帰りなどは自由にしていただいて構いません。
・原則的に参加費の返金は行いません。申込締切前の申込内
容変更やキャンセルは Japan-O-entrY から可能です。
・新型コロナウィルスの感染拡大状況や社会状況などを鑑み
て記載の内容は変更となる場合があります。
・当日は体調の優れない方、37.5℃以上の体温がある方の参
加をお断りします。参加を予定される方は感染症に注意し
た生活を実践するようお願いします。
■大会特設ウェブサイト、お問い合わせ先
ホームページ https://shoyabanno.com/events/2020shioya
申し込み https://japan-o-entry.com/event/view/486
メールアドレス shoyabanno@gmail.com

