※2021 年 8 月 10 日時点の内容のため、エントリー時には最新の内容をご確認ください。

オリエンテーリング競技は国際オリエンテーリング連盟(IOF) 世界マスターズオリエン
テーリング選手権（WMOC）に準じて開催します。
１ 主催

公益財団法人 ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会
公益社団法人 日本オリエンテーリング協会（JOA）

２ 主管

WMG2021 関西オリエンテーリング競技実行委員会

３ 大会ウェブサイト及び問合せ先
(1) ワールドマスターズゲームズ 2021 関西
ウェブサイト： https://wmg2021.jp/
問い合わせ： https://wmg2021.jp/contact/
(2) オリエンテーリング競技専用
ウェブサイト： https://wmg2021-orienteering.jp/
問い合わせ： info@wmg2021-orienteering.jp
４ 期日

2022 年 5 月 20 日（金）から 28 日（土）まで（競技日数 8 日間）

開催日

開催時間

開催内容

5 月 20 日（金）

10：00～15：00

スプリント競技モデルイベント

5 月 21 日（土）

10：00～15：00

スプリント競技予選

5 月 22 日（日）

10：00～15：00

スプリント競技決勝 表彰式

5 月 23 日（月）

移動日（神戸市内からフォレスト競技開催地へ）

5 月 24 日（火）

9：00～15：00

フォレスト競技モデルイベント

5 月 25 日（水）

10：00～15：00

フォレスト競技予選

5 月 26 日（木）

10：00～15：00

ミドルディスタンス競技決勝 表彰式 バンケット

5 月 27 日（金）

9：00～15：00

ロングディスタンス競技モデルイベント、休息日

5 月 28 日（土）

9：30～15：00

ロングディスタンス競技決勝、表彰式

５ 会場（競技エリア）
(1) スプリント競技
① 神戸市内（調整中）
② 神戸市内（調整中）
③ ポートアイランド（〒650-0046 神戸市中央区港島中町）
https://goo.gl/maps/o3GNwwePCCC2

※ ①はモデルイベント会場、②は予選会場、③は決勝会場として予定
(2) フォレスト競技
④ ハチ北高原（〒667-1344 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹 580−1）
https://goo.gl/maps/rh6YFTdx6rJ78QVb7
⑤ 杉ヶ沢高原（〒667-1117 兵庫県養父市轟）
https://goo.gl/maps/MmWbJEaD24z
⑥ 兎和野高原（〒667-1336 兵庫県美方郡香美町村岡区宿 791-1）
https://goo.gl/maps/zFfnWbDjjX62
⑦ ハチ高原（〒667-1124 兵庫県養父市丹戸）
https://goo.gl/maps/jwSBAhYYTK92
⑧ 峰山高原（〒679-3125 兵庫県神崎郡神河町上小田 881−146）
https://goo.gl/maps/f9veedw8YPQ2
※ ④及び⑦はフォレストモデルイベント会場、⑤はフォレスト予選会場、⑥はミ
ドルディスタンス決勝会場、⑧はロングディスタンス決勝会場として予定。
６ 募集枠
制限は設けない。

７ 競技規則及び方法
(1) 競技規則
国際オリエンテーリング連盟（IOF）の競技規則及び世界マスターズオリエンテーリ
ング選手権（WMOC）マニュアルに準拠する。
(2) テクニカルデリゲート
兵庫県オリエンテーリング協会会長 尾上 俊雄
(3) 競技方法
・年齢によるクラスに応じて設定されたコースを回り、その所要時間を競う個人競技
である。競技者はあらかじめ 1 分または 2 分間隔で指定された時刻に出走する。
・競技種目として、市街地で行うスプリント種目と森林地帯で行うフォレスト種目が
ある。スプリント種目は、予選と決勝からなり、フォレスト種目は予選、ミドルデ
ィスタンス決勝及びロングディスタンス決勝からなる。
・コースは、競技種目、クラスごとの目標とする以下の優勝設定時間となるように設
定される。
スプリント：12～15 分、フォレスト予選：35～50 分、
ミドルディスタンス決勝：25～35 分、ロングディスタンス決勝：45～70 分
スプリント種目以外はクラスによって異なる。
・決勝レースにおいては、競技者は予選レースの結果によりレベルに基づいて A 決勝、
B 決勝などに分けられる。詳細は大会プログラム（ブリテン２）及び大会ウェブサ
イトに発表される。

(4) 地図
・地図は IOF の国際スプリントオリエンテーリング地図図式（ISSprOM2019）及び国際
オリエンテーリング地図図式（ISOM2017-2）による。
(5) パンチングシステム
・計時システムとして SPORTident システム（タッチフリーモード併用）を使用する。
SI カードは一般的な SI-Card 及びタッチフリー用の SIAC のいずれも使用できる。
これら SI カードはレンタルが可能である。
８ 実施種別
（一般部門）
種別

性別

年齢

種目ごとの競技レベル

スプリント予選
フォレスト予選

35+,40+,45+,50+,
55+,60+,65+,70+,
75+,80+,85+
男性・女性
※高齢者ｸﾗｽは参
加者がいる限り 5
歳刻みで設ける。

―

スプリント決勝
ミドルディスタンス
決勝

35+,40+,45+,50+,
55+,60+,65+,70+,
75+,80+,85+ ※ 高
男性・女性
齢者ｸﾗｽは参加者
がいる限り 5 歳
刻みで設ける。

予選レースの結果に基づき、競技レベ
ル（予選順位）に応じて、クラスごとに
A 決勝、B 決勝、
・・にランク分けする。
各区分（ランク）は 80 名以下となるよ
うに分ける。

ロングディスタンス
決勝

35+,40+,45+,50+,
55+,60+,65+,70+,
75+,80+,85+
男性・女性
※高齢者ｸﾗｽは参
加者がいる限り 5
歳刻みで設ける。

フォレスト予選の結果によるランク分
けを基に、ミドルディスタンス決勝の
結果により、一定数の競技者の入れ換
え（昇格または降格）を行う。

９ 参加資格
(1) 年齢基準：35 歳以上（1987 年 12 月 31 日以前に出生した者）
10 表彰
・各クラスの 1～3 位の競技者に WMG2021 のメダルを授与する。
11 参加料
(1) 大会参加料金（税込・手数料込）
※ 詳細は、
ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 大会参加規約を確認すること。
① 競技出場者（基本料金：５種目参加可能）

ア 日本国外在住者２４，０００円／人（関西地域内移動のための交通パス含む。
）
イ 日本国内在住者１５，０００円／人（上記交通パス含まない。別途オプション
購入可。
）
② 競技関係者（基本料金）
ア 日本国外在住者１４，０００円／人（関西地域内移動のための交通パス含む。
）
イ 日本国内在住者 ５，０００円／人（上記交通パス含まない。別途オプション
購入可。
）
(2) 競技用具等のレンタル料金及びオプション（大会参加料金とは別途徴収）
① SI カードのレンタル料
事前（2022 年 4 月 10 日まで）申込みの場合：
SI-Card 1,000 円/全期間、SIAC 2,000 円/全期間
2022 年 4 月 11 日以降の申込みの場合：
SI-Card 300 円/日、1,500 円/全期間、
SIAC 700 円/日、3,000 円/全期間
② その他
フォレスト域内シャトルバス・駐車場利用料、バンケット参加費等、随時、
専用ウェブサイトに掲載。
12 参加申込方法
(1) 大会参加申込方法
パソコン又はスマートフォン等で、大会参加申込（エントリー）専用の公式ウェブ
サイト（エントリーシステム）から申し込むこと。
※ 詳細は、
ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 大会参加規約を確認すること。
(2) 競技用具等のレンタル申込方法
SI カードレンタルを希望する者は専用のウェブサイトを通じて申し込むこと。
13 参加申込受付期間
調整中
14 参加上の注意
(1) 立入禁止区域
・競技者は、主催者により事前に公表されている立入禁止区域にオリエンテーリング
目的で立ち入ってはならない。
https://wmg2021-orienteering.jp/ja/basic/
(2) 服装
・競技者はナンバーカードを胸（スプリント競技では胸と背）に装着する。
・服装については特に制限はないが、フォレスト競技では、長袖・長ズボンを推奨す
る。
・靴について、スプリント競技では、金属スタッド靴、スパイクの使用を禁止する。
(3) 競技用具等
・競技用具について、競技者は主催者から受けとる地図、SI カード（レンタルを含む）
及びコントロール位置説明表、並びにコンパス、時計など主催者が認めたものを携

行できる。
・競技者は競技中に通信機器を使用してはならない。GPS データ記録装置は、ナビゲ
ーションの目的でなければ使用してもよい。
・競技者はパンチングに使用する SI カードを用意し、事前にそのカード番号を登録
しなければならない。SI カードを持っていない者は主催者からレンタルすることが
できる。
(4) 保険
主催者は傷害保険に加入するが、
「競技出場者及び競技関係者」の「競技会場内にお
いて競技中に負った傷害」のみが対象であり、大会参加中のあらゆるリスクをカバー
するものではないため、大会参加に必要な保険については、自らの責任と費用負担に
おいて加入すること。
※ 詳細は、
ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 大会参加規約を確認すること。
(5) ドーピングコントロール
① 本競技会は、世界アンチ・ドーピング規程及び国際マスターズゲームズ協会規程
に基づくドーピングコントロール対象大会である。
② ドーピング防止活動（ドーピング検査及びドーピング防止教育啓発活動）は、国
際マスターズゲームズ協会規程に従い実施する。
③ 本競技会参加者は、競技会にエントリーした時点で国際マスターズゲームズ協会
規程に従い、ドーピングコントロール手続きの対象となることに同意したものとみ
なす。詳細内容については、国際マスターズゲームズ協会規程を確認すること。
④ 本大会は、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構と連携し、スポーツを通
して次世代に多様なスポーツの価値を遺すため、クリーンなスポーツ、クリーンな
アスリートを守る活動として、アンチ・ドーピング活動を推進していくことを目的
とする。
(6) 荒天対応等
・大会当日に警報等が発令され、競技者の安全及び交通アクセスが確保できないと考
えられる場合、中止とすることがある。
・競技会場が、自然災害（暴風雨、火災等）や緊急事態により使用できなくなった場
合、主催者はリザーブの競技会場による開催に努める。
15 宿泊・交通申込
(1) 宿泊
宿泊については、大会ホームページ宿泊情報ページを参照のこと。
(2) 交通
会場へのアクセスなどの交通情報については、大会ホームページ交通情報ページを
参照のこと。オリエンテーリング競技期間が 9 日間に及ぶため、オリジナル JR 関西
ワイドエリアパス（連続した 7 日間有効）の利用にあたっては注意のこと。
① 広域交通
スプリント競技開催地（神戸市）からフォレスト競技開催地（養父市・香美町）
への移動に直行バスの運行を予定、AD カードの提示で乗車可能。
② フォレスト域内シャトルバス

フォレスト競技開催期間中、養父イベントセンター（EC）を中心に、大会会場、宿
泊地拠点を結ぶシャトルバスを運行予定。詳細及び申込みは専用ウェブサイト参
照。
③ フォレスト大会会場駐車料
フォレスト競技各会場付近に駐車場を設ける。
詳細及び申込みは専用ウェブサイト参照。
スプリント会場には参加者用の専用駐車場は設けない。
16 その他
競技に参加（出場・関与）する前に大会受付と競技受付を行うこと。
(1) 大会受付
大会受付は、オープニングビレッジ、各府県マスターズビレッジ、センタービレッ
ジ、臨時大会受付会場にて行う。顔写真付きの本人確認書類を持参の上、競技出場の
前日までに、参加者本人が行うこと（代理受付不可）
。なお、団体競技やチームで参加
する場合でも、参加者一人ひとりが大会受付を行う必要がある。
どの会場で大会受付を行っても問題ないが、会場によって受付期間・時間が異なる
ため、詳細は、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 大会参加規約を確認するこ
と。
(2) 競技受付
① 競技受付は、下記日時に開設するイベントセンター（EC）にて行う。
5/19（木）12:00～20:00 神戸 EC
5/20（金） 9:00～20:00 神戸 EC
5/21（土）16:00～20:00 神戸 EC、スプリント会場（9:00～15:00）
5/22（日）16:00～20:00 神戸 EC、スプリント会場（9:00～15:00）
5/23（月） 9:00～12:00 神戸 EC
16:00～21:00 養父 EC
5/24（火） 9:00～21:00 養父 EC
5/25（水）17:00～20:00 養父 EC、フォレスト予選会場（8:00～16:00）
5/26（木）17:00～20:00 養父 EC、ミドルディスタンス決勝会場（8:00～16:00）
5/27（金）10:00～20:00 養父 EC
5/28（土） 8:00～16:00 ロングディスタンス決勝会場
5/29（日） 8:00～12:00 養父 EC（電話対応のみ）
② イベントセンター（EC）
神戸 EC：マスターズビレッジ兵庫(デュオドーム)に併設予定
https://goo.gl/maps/fa89oLKbx2R2
養父 EC：道の駅「ようか但馬蔵」内にブースを設置予定
https://goo.gl/maps/7c7M7LYCH252
③ 備考
オリエンテーリングの競技受付では、スプリント競技及びフォレスト競技のブリ
テン（プログラム）
、ナンバーカード､SI カード（レンタル）
、モデルイベント地図、
各種バウチャーなどの配布物を渡す。EC では、このほか競技に関する情報をはじめ
交通、宿舎、観光など必要な情報提供を行う。
(3) バンケット（計画中）
参加者間の懇親を図るため、バンケットを開催する。

① 開催日時 2022 年 5 月 26 日（木）時間調整中
② 開催場所 養父市内（会場調整中）
詳細は、専用ウェブサイトに掲載する。
(4) WMG2021 関西オリエンテーリング専用ウェブサイト
WMG2021 関西オリエンテーリング競技に関する以下の情報(日本語及び英語)
を提供するために、専用ウェブサイトを開設する。
https://wmg2021-orienteering.jp/
・ ブリテン 1（実施要項）及び 2（プログラム）
・ 大会期間中の競技情報（スタートリスト、リザルト、LIVE など）
・ 大会期間中の一般情報（プログラム、交通アクセス、域内シャトルバス、バンケ
ットなど）
・ 宿泊情報、観光情報、イベント情報など（リンクを含む）
・ 各種問合せ対応
・ プレイベント、関連イベントに関する情報
・ その他
なお、これらのうち競技情報については、必要に応じて WMG2021 関西のウェブサ
イトにリンクを張る。

