■大会概要
主催

■大会役員

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

交通

協賛

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（塩谷町熊ノ木 987-2）
25 日スプリント：塩谷町総合公園
（塩谷町飯岡 1160）
夜間の本部・キャンプ場は全日程で塩谷町休養村
自家用車で各日程の拠点または会場へ直接お越しく
ださい。満車となった場合は別の駐車場へ案内しま
すが、運転手のみ運営で輸送します。
駅からの輸送を申し込まれた場合、別途で宿泊輸送
案内を掲載しますので、そちらをご確認ください。
O-Support

■ごあいさつ
坂野山遊地図企画
代表 坂野翔哉
昨年 2019 年にスウェーデン南部の都
市、ノルシェーピングで開催された ORingen に初めて参加しました。短い期
間ながらも土地や文化、食事や生活、気候や風景などを五感で感じつ
つ、1 週間続く競技を楽しんできました。このとき感じた雰囲気は競技
の本質とも密接な関係があり、オリエンテーリングを楽しむ者として、
地図や自然を楽しむ方法として、自分自身への挑戦として、日本にもこ
の競技をもっと広め、大会を再現しなければならないと感じました。
こんなご時世ですが、
「新しい生活様式」を模索しつつ開催します。こ
の大会に関わる全ての人に、競技を通して生きる楽しみを感じてもら
えれば幸いです。
（有）ヤマカワオーエンタープライズ

代表取締役

山川克則

夢が始まる！
オリエンテーリングの専門ハウスで
あるヤマカワハウスに集う若者達と、
やっぱこのスポーツ最大の魅力は O-Ringen だよねえ、いつかそんな
大会日本でもやりたいよねえ、と語り合っていました。コロナ禍で降っ
て湧いたように空いてしまった 4 連休。やる？ やりたいです！ で
話がトントン拍子で進み、あっという間に仲間が結集しました。段階を
追って新しい野外スポーツのあるべき姿を模索する、その先導的実践
の場としてもこのイベントは挑戦します。1985 年 8 月トータス 5Days
以来 35 年ぶりのオリエンテーリング馬鹿？イベント。最後のチェイシ
ングが最大の華。次代を担う若いオリエンティアが進める企画力に期
待大です。そしてこれは“夢の始まり”です。挑戦です。温かく見守って
いただくとともに、一緒に盛り上げていきましょう。

■参加者へのお願い
・新型感染症の感染が疑われる方、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。
・マスクの着用、手指の消毒、人と人との距離を開ける、大き
な会話を控える、大人数での屋内の滞在を減らす、屋内では
換気を行うなど感染症対策をお願いします。
・参加を予定される方は別途「感染症対策ガイドライン」をご
確認ください。
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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
ナイト＆マイクロコース設定者 友田 賢吾
MTBO 羽鳥 和重 阿部 稜
計算センター 西下 遼介
試走や設置やスタート 伊藤 樹 瀬川 出
■受付と競技の流れ
・参加者は会場に最初の到着後、まず受付で検温を受けてくだ
さい。それから配布物を受け取ってください。
・会場または拠点で公式掲示板を用意します。ここで競技情報
の変更や注意を確認の上で競技を行ってください。
・E カードは 4 日間を通して共通です。変更は競技の前に受付
で申し出てください。レンタル品の紛失時は実費で弁償して
いただきます。
・E カード用のバックアップラベルを会場や拠点で配布してい
ますが、利用は必須ではありません。たいへん外れやすいの
で使用する場合はテープ等で補強を行ってください。
・レンタル SI カードはスプリントのみで使用し、スプリント
拠点で配布します。読み取り時に返却ください。
・貸しコンパスはありません。
・欠席者の代走が可能です。受付時に申し出ください。
・出走時刻はロングのチェイシング対象者を除き全競技で自由
です。適度な時間をおいて、パンチングスタートを行ってく
ださい。スタート地区で集合や並ぶなどの行為は避け、スタ
ート地区に着いたら速やかにスタートしてください。
・フィニッシュ後は各競技の拠点に戻り、E カードまたは SI
カードの読み取りを必ず行ってください。
・地図回収を行わないので、未出走者へ配慮お願いします。
・金属ピン付きのシューズを履いて、トイレ及び建物を利用
しないでください。
・競技終了後は LapCenter のライブ速報や RouteGadget から
競技の結果を閲覧いただけます。Youtube でのハイライト
動画も公開予定です。
■共通の競技情報
・個人によるポイントオリエンテーリング
・ミドル・ロングの縮尺は 1:10000 で等高線間隔 5m
・スプリントの縮尺は 1:4000 で等高線間隔 2m
・地図は透明ビニール袋に封入済み
・位置説明表はスタート地区で配布します
・ゼッケンは 4 日間を通して全競技共通で、体の正面に着用し
て競技に参加してください。
・優勝設定時間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。
・公正と正直を胸に行動し、スポーツ精神と友情を忘れずに競
技を行ってください。
・追加競技の情報については追加競技要項をご確認ください。

■各日程の競技情報
23 日 ミドル（倉掛湧水池）
13:00 スタート開始 17:00 フィニッシュ閉鎖
L：3.9km 230m 35min
S：2.3km 80m 25min
・拠点（倉掛公民館）からスタートまで地図誘導で徒歩 5 分
・フィニッシュは会場
・拠点にトイレはありません。手洗い場のみあります。
24 日 ミドル（塩谷田所）
9:00 スタート開始 13:00 フィニッシュ閉鎖
L：3.1km 160m 25min
S：1.9km 80m 20min
・拠点（倉掛公民館）からスタートまで地図誘導で徒歩 15 分
・フィニッシュから会場まで徒歩分
・拠点にトイレはありません。手洗い場のみあります。
25 日ミドル（塩谷熊ノ木）
8:00 スタート開始 12:00 フィニッシュ閉鎖
L：3.5km 135m 35min
S：2.2km 75m 25min
・会場（休養村）からスタートまで地図誘導で徒歩 30 分
・フィニッシュは会場
25 日 スプリント・トレイル（塩谷町総合公園）
13:00 スタート開始 17:00 フィニッシュ閉鎖
L：3.2km 64m 15min
S：2.4km 50m 12min
・拠点（公園入口の駐車場）近くにスタートとフィニッシュ
・トレイル O のフラッグが多く存在しますが、それらにはス
テーションがありませんので判別可能です。
・他の競技者、一般利用者を尊重し競技を行ってください。
26 日 ロング一般（塩谷熊ノ木）
ロングチェイシング（塩谷熊ノ木）
9:00～10:00 一般スタート可能時間
10:30 チェイシングスタート開始
12:00 ロング競技フィニッシュ閉鎖
LL：6.4km 230m 60min
LS：5.5km 160m 50min
S：3.6km 105m 40min
・会場（休養村）近くにスタートとフィニッシュ
・3 日間の 4 競技の成績上位者は秒単位のスタート時刻を指定
され、チェイシングスタートとなります。
・ロングの 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。
■当日参加料金と物品販売
・当日参加料金は事前申込＋300 円で、ミドル 3,300 円、スプ
リント 2,800 円、ロング 4,300 円（学生は各 1,000 円引）
・追加メニューと地図販売 1 枚 500 円
・ナイトとマイクロ 500 円、トレイル 1,000 円
・フラッグの携帯ストラップ 700 円
・B1 のテレインポスター（競技と同じ最新版） 3,000 円
・ポスター持ち帰り用の長い段ボール箱 100 円
・ゼッケンの再発行 200 円
・レンタル E カード 1 日 300 円
これより上は QR コード決済 PayPay に対応しています。
以下は競技部門とは別会計です。
・宿泊費と輸送費を当日受付にてお支払いください。
・EMIT 協会の E カード販売 学生 9,500 円 一般 10,000 円
・O-Support による物品販売（木・金曜日のみ）

■表彰
・最終日チェイシングロングのフィニッシュ順位が総合成績
で、表彰順位となります。
・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。
・総合表彰はクラスごと 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。
・総合表彰の年齢層区分やチェイシング対象者の発表は、25
日（土）の 20 時頃に大会 HP に掲載予定です。
・各日程の競技終了後に競技別での表彰対象者を発表しま
す。賞品を授与するので対象者は大会開催期間中に休養村
の大会本部までお越しください。競技別の表彰式はありま
せん。
■宿泊・その他

・本大会では競技中の怪我について、保険に加入しておりま
す。
・参加者が自分自身あるいは第三者に与えた損害に対して主
催者はその責任を負いません。
・盗難等の被害についても責任は負いかねます。貴重品は参
加者自身での管理をお願い致します。
・不測の事態により大会開催が不可能と判断された場合は大
会 HP にて大会中止をお知らせ致します。
・感染症の疑いがある方や体調不良の場合のキャンセルは、一
部参加費の返金を行います。
・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。
■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
メールアドレス shoyabanno@gmail.com
■主催・協力・協賛ロゴ

