
第２０回オリエンテーリングあだたら高原大会
あだたら高原ロゲイニング大会 要項（NavigationGames2021参加予定）

【新型コロナウイルス感染症対策について】

大会参加に当たっては 「オリエンテーリング大会・練習会開催時における新型コロナウイルス感、

染防止のためのガイドライン （日本オリエンテーリング協会）の遵守をお願いします。」

また、感染の急激な拡大など、状況が変化した場合、大会の延期もしくは中止することもあります

ので、予めご了承願います。

○ し、手指消毒剤を設置しています。表彰式は主催者からの賞状等の授与の大会会場は屋外に設定

みとする簡単な方法で行います。青空会場になりますので、各自、雨天時の対策をお願いします。

○ 運営スタッフはマスクを着用するほか、資料等のやり取りを極力回避しています。

○ 大会に参加できる方は、事前申込者に限ります。また、主催者は、参加者名簿を作成し、一定期

間保管します。

大会に参加する皆様へのお願い

１ 以下の事項にいずれか一つでも該当する方は参加を認めません。

○ 開催日を含め直近2週間以内に37.5℃以上の発熱、感染が疑われる症状(頭痛、咳、咽頭痛、味

覚障害など)がある。

○ 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)により、直近2週間以内の感染者との濃厚接触が

判明した。あるいは、直近2週間以内に感染者と接触した連絡を受けている。

○ 同居する家族などに感染者が発生した。

○ 直近2週間以内に海外渡航歴があり、PCR検査によって陰性判定がされていない。

※上記内容を当日確認させていただきます。

２ 大会中は以下の事項を遵守してください。

○ 競技中以外はマスクを着用する。

※ 会場及びフィニッシュ後のマスク着用を厳守してください。

※ 競技中はマスクを着用しなくても構いません。人が密集する場所を避けるコースを極力設定し

ますが、競技中もマスクを携行することを推奨します。

※ グループ参加者は、競技中に会話をする場合は、マスクを着用してください。

○ 手指のアルコール消毒を行う。

○ 会場及びテレインでの大きな声での会話は控える。

○ 一切のゴミを各自で持ち帰る。

○ 開催後2週間以内に新型コロナウイルスの感染が確認された場合、福島県オリエンテーリング協

会に速やかに報告する。

【日 時】 ２０２１年５月３０日（日）雨天決行

【開催場所】 あだたら高原 岳温泉（福島県二本松市）

【集合場所】 安達太良（あだたら）小学校

〒964-0074 福島県二本松市岳温泉1-117-1

【参加定員】 ２５０名（ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ180名、ﾛｹﾞｲﾆﾝｸﾞ70名）

◇交通機関（公共交通機関）ＪＲ東北本線「二本松駅」下車、バスもしくはタクシー利用

バス：福島交通／岳温泉行き25分（片道500円 、タクシー：約15分（約3,６00円））

（自家用車）東北自動車道／二本松ＩＣより国道459号線を９km（15分）

※駐車場：あだたら体育館・岳温泉無料駐車場（会場まで徒歩５～10分）



どなたでも参加できます。◇参加資格

※ただし、ロゲイニングについては、以下の条件を満たすチームのみが参加できます。

①中学生以下の参加者がいるチームには、保護者（20歳以上）を必ず含めてください。

②高校生のみのグループで参加する場合は、保護者からの承諾が必要です。

◇競技形式 オリエンテーリング ポイントオリエンテーリング（ミドルディスタンス競技）

個人及びグループ

ロゲイニング 制限時間３時間、グループを基本としますがソロでの参加も可能で

す。

※ ソロは試験的に実施します。クラスを設定し表彰を行いますが、

メダルの授与はありません。

◇競技規則 オリエンテーリング 「日本オリエンテーリング競技規則」に準じる。

ロゲイニング 別添「ロゲイニング競技内容」による。

◇地 図 オリエンテーリング 縮尺1:10,000、等高線間隔5ｍ、5色刷り、通行可能度4段階表示

JSOM2007に準拠。コース・コントロール位置は印刷済。

ｺﾝﾄﾛｰﾙ位置説明 個人：JSCD2008による ｸﾞﾙｰﾌﾟ：日本語表記

ロゲイニング 縮尺1：25,000、国土地理院発行地形図を一部修正し使用。

◇通過証明 オリエンテーリング Eカード（電子式パンチ）を使用。

ロゲイニング カメラ機能付き携帯電話やデジカメによる写真撮影。

◇表 彰 成績が確定次第、随時、各クラスとも上位３名（チーム）を表彰します。

◇プログラム 大会６日前を目途に次のホームページに掲載の予定です。

岳温泉ホームページ（http://www.dakeonsen.or.jp）

Japan-O-entry（https://japan-o-entry.com/）

（※２）◇スケジュール 8:15 開 場 10:00～ 個人クラススタート

9:15～ グループクラス初心者説明（※１） 12;30 ロゲイニングフィニッシュ

9:30 ロゲイニングスタート 13:00 フィニッシュ閉鎖（予定）

9:45～ ｸﾞﾙｰﾌﾟ・個人初心者ｸﾗｽｽﾀｰﾄ（※２） 14:30 閉 場

※１ 希望者のみ初心者説明を行います。

※２ スタート時刻は、事前にホームページで公開します。

◇ク ラ ス

オリエンテーリング（個人、１０クラス）

クラス名 年齢区分等 参考距離 クラス名 年齢区分等 参考距離

ＭＡ 制限なし 4～6km ＷＡ 制限なし 3～5km

Ｍ４５Ａ ４５才以上 3～5km Ｗ４５Ａ ４５才以上 2～4km

Ｍ６０Ａ ６０才以上 2～4km Ｗ６０Ａ ６０才以上 2～4km

Ｍ２０Ａ ２０才以下 2～4km Ｗ２０Ａ ２０才以下 2～4km

ＭＢ 制限なし・中級者 2～4km ＷＢ 制限なし・中級者 2～4km

※ 年齢は、２０２２年３月３１日に達する年齢となります。

※ 各クラスの技術難易度（JOA発行の指導教本記載のレベル別難易度）は、M（W）20A/Bは

レベル４、その他クラスはレベル６となります。技術力に応じてエントリーしてください。

（グループ・個人初心者、３クラス） ※一般クラスは、個人での参加も可能です。

クラス名 参加者の範囲

家族Ａ 小学生を含む家族で構成する２～５名のグループ

家族Ｂ 未就学児を含む家族で構成する２～５名のグループ

一般・個人初心者 上記以外で構成する2～３名のグループ、個人初心者（中学生以上に限る）



ロゲイニング（５クラス） ※中学生以下の方のみでの参加はできません。

クラス名 参加者の範囲

３時間の部男子/女子 男子または女子のみで構成する２～５名のグループ

３時間の部混合 男女混合により構成する2～5名のグループ

３時間の部ソロ男子/女子 個人での参加

、※ 高校生のみのチームでロゲイニングに参加する場合は、保護者の承諾書に必要事項を記入の上

大会当日、受付へ提出してください。

◇参 加 料

オリエンテーリング 個人クラス 2,000円（大学生以下1,500円）

グループ・個人 小中学生 500円/名（未就学児は無料）

初心者クラス 高校生以上 800円/名

個人初心者 1,500円（高校生以下1,000円）

Eカードレンタル（※） 300円（1名もしくは1ｸﾞﾙｰﾌﾟ当たり）

ロゲイニング 中学生 1,000円

高校生以上 3,000円

※ オリエンテーリングの参加者は、個人は各自、グループは1グループに1枚、Ｅカードが必要と

なります。マイＥカードをお持ちでない方は、Ｅカードのレンタルが必要です。

◇特 典 参加者全員に、温泉無料入浴券、ドリンクを配布！

岳温泉ペア宿泊券が当たるお楽しみ抽選会も行う予定です （※）。

※大会終了後、出場者を対象に抽選を行い、当選された方には宿泊券を郵送します。

◇チャレンジふくしま県民運動に参加しています。本大会にて200ポイント獲得できます。

◇注意事項 ①参加者は自分の健康状態をよく考え、運動に適した服装で参加して下さい。

②昼食・飲料水等は自分で用意して下さい。

③初めて参加する方のために、初心者説明所を設けます （貸出用コンパスを用意します）。

④本部に救急薬品を準備してありますが、参加者は安全に十分注意して競技して下さい。

⑤万一、怪我や紛失などの事故が発生した場合は、自分の責任で処理して下さい。

⑥ゴミの持ち帰りにご協力お願いします。

⑦申込書に記入していただいた住所等は、大会要項の送付等以外には使用いたしません。

⑧記録写真は、新聞記事のほか、オリエンテーリング協会の広報やホームページ等で使用す

ることがあります。承知の上ご参加ください。

◇申込方法・期限

申込締切：2021年５月20日(木 )

※全ての競技で当日申込はできませんので、ご注意ください。

による申し込みを推奨します。もしインターネット（大会申込用Webサイト：Japan-O-entry）

くは岳温泉観光協会へ直接申し込みください （※準備ができ次第、申し込みを開始します ）。 。

①インターネットから申し込む場合（※推奨）

からお申し込みください。Japan-O-entry（https://japan-o-entry.com/）

②岳温泉観光協会への直接お申込み

最終ページの参加申し込み用紙を郵送の上、申込書発送後5日以内に下記の口座へお振込みくだ

さい。振込者名は代表者の方の名前をご記入ください。振込手数料はご負担ください。

【振込先】



一般社団法人 岳温泉観光協会◇問い合わせ先

〒964-0074 福島県二本松市岳温泉1-16

TEL：0243-24-2310 FAX：0243-24-2911

Eメール：info@dakeonsen.or.jp 岳温泉ホームページ：http://www.dakeonsen.or.jp

ロゲイニングの競技内容説明

◆テ レ イ ン 二本松市岳温泉地区から二本松市内へかけてのフィールドになります。

◆移 動 手 段 徒歩とランニングのみとなります。

◆コ ー ス コントロール数は20箇所前後、写真撮影による通過証明となります。

※ 通過証明の確認を各自で行い、得点を自己申告してもらう方式で行います。なお、上

位入賞者については運営者側で写真確認をする場合があります。

※ 制限時間に間に合わなかった場合は、1分ごとに10点の減点となります。

◆給水・給食 給水所は特に用意しません。給水・給食は参加者にて準備願います。

競技中の飲食物の購入は自由です。テレイン（競技地域）内に自動販売機、コンビニ、お

土産店等があります。レース中にお金を携帯することをお勧めします。

◆禁 止 事 項 ①競技を中断し、無連絡で帰宅すること。

②保護者の承諾なしで高校生のみのチームで参加すること。

③競技中にゴミを捨てること。

④金属ピン付シューズの利用。

⑤競技時間を30分以上超えること。

⑥携帯電話などの連絡手段を持たず、出走すること。

⑦徒歩・ランニング以外の移動手段を使用すること。

⑧グループ以外の者の補助を得ること （救急時を除く）。

⑨ペットなど動物を連れて競技することは禁止。

◆許 可 事 項 ナビゲーション補助用具の使用は許可 （コンパス、GPS、高度計、距離計など）。

◆準備する装備

○カメラ機能付きの携帯電話もしくはデジタルカメラ：チームに1台。コントロール通過証明に使用。

○携帯電話：チームに1台。参加者でご用意ください。緊急連絡用です。PHS不可。競技終了まで電池

切れを起こさないよう、充分な充電と余裕のある使用方法をお願いします。

※当日の受付時に携帯電話番号申告書を提出していただきます。

○コンパス：参加者でご用意ください。ない場合は、主管団体から貸し出します。

○服装：濡れたり汚れたりしてもよい服と靴でご参加ください。

○ファーストエイドキットや水、行動食、雨具、お金を携帯することをお勧めします。

◆主催者が準備する装備

○地図：1枚/人配布します。当日のスタート10分前までに主催者より配布します。返却は不要です。

◆風水害など、新型コロナウイルス感染症の影響以外での競技中止の方針は、以下のとおりです。

○最終的には、主催者が現場で判断します。

○競技中止の場合も参加者個別への通知は行いません。現地でのアナウンスのみとしますが、電話での

個別の問い合わせがあったときは対応します。

○中止判断の基準：二本松市に気象上の警報が発令されているとき



第２０回オリエンテーリングあだたら高原大会

あだたら高原ロゲイニング大会参加申込書

※岳温泉観光協会に直接お申し込みする場合に使用してください。

ふりがな 性 別 男 年 年 月 日生

氏 名 女 齢 満 才

（代表者） 連 絡 先 （ ）

住 所 〒 電話番号

所属クラブ

・学校名等

参加クラス

マイＥカード

番 号

チーム名

他の参加者 氏名 性別 年齢 所属・学年学校名等

氏名等 ２． 男・女 才

３． 男・女 才

４． 男・女 才

５． 男・女 才

・年齢は、２０２２年３月３１日に達する年齢を記入してください。

・チーム名は、プログラムなどに記入します。自分のチームにふさわしい名前をつけて下さい。

・個人の場合は太線で囲まれた部分のみ記入して下さい。

・参加申込書の個人情報は大会関係以外には使用いたしません。

高校生チーム用ロゲイニング大会参加承諾書

※ ロゲイニング大会に高校生のみのチームで参加する場合、下記の承諾書を大会当日提出してく

ださい。

「あだたら高原ロゲイニング大会」へ参加するに当たり、高校生のみのチームで参加することを承諾し

ます。

２０２１年５月３０日

参加者氏名

保護者氏名（自署もしくは押印願います）

注；この承諾書の提出のない場合は参加できません （参加者全員の提出が必要です ）。 。



◇会場案内図
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ふじ乃

ホテルパラダイスヒルズ

鏡ヶ池
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至安達太良山
至あだたら高原スキー場
至ロープウェイ乗り場
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緑ヶ池

無料Ｐ

体育館

体育館Ｐ

☆ＪＲ二本松駅から１０km

バスで２５分（岳温泉入口）５００円

タクシー約１５分 約3,６00円

☆お車で東北自動車道・二本松IC

からＲ４５９号線を９km（約１５分）

主 催 一般社団法人岳温泉観光協会・福島民報社

主 管 福島県オリエンテーリング協会

後 援 二本松市・二本松市教育委員会・ラジオ福島・ＮＨＫ福島放送局

（予 定） 福島テレビ・福島中央テレビ・福島放送・テレビユー福島・ふくしまＦＭ
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協 賛 岳温泉旅館協同組合・岳温泉商業組合・岳温泉料飲組合

岳温泉管理株式会社

花かんざし

至二本松市内
至二本松ICグランドＰ

Ｒ459

Ｒ459

岳温泉観光協会

Ｈペンション
シャンカー

Ｈ
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イノセントエイジ

Ｈ

空の庭リゾート

ファミリーマートＨ mt.inn

岳温泉郵便局

Ｈ
岳の湯



◇岳温泉宿泊施設のご案内

（1泊朝食付き諸税込、1室２名利用の場合のお一人様料金）

※１泊２食（朝夕）付きをご希望の場合は、宿泊施設へお問い合わせ下さい。

宿泊施設名 電話番号 5月 29日（土） 5月30日（日）

ながめの館 光雲閣 0243-24-2101 － －

あだたらの宿 扇や 0243-24-2001 ― 8,950円

陽日の郷 あづま館 0243-24-2211 12,250円 10,050円

mt．inn（マウント・イン） 0243-24-5234 8,150 円 7,150 円

お宿 花かんざし 0243-24-2110 15,400円 14,300円

旅籠 ふじ乃 0243-24-2225 17,750円 16,650円

ホテルパラダイスヒルズ 0243-24-2626 10,000円 9,000円

鏡が池碧山亭 0243-24-2008 8,730円 7,630円

あだたらふれあいセンター 0243-24-2226 6,600円 6,600円

空の庭リゾート 0243-24-2306 13,130円 10,930円

ペンションシャンカー 0243-24-2951 5,800円 5,000円

空の庭プチホテル 0243-24-2217 11,880円 9,680円

ペンション イノセントエイジ 0243-24-2549 6,900円 6,900円

民宿 和楽荘 0243-24-2417 5,600円 5,600円
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