
第 29 回オリエンテ-リング高崎大会【観音山丘陵】210107 版 

1. 開 催 日：令和３年３月２１日（日） 小雨決行 （受付時間 9：00～10：00）  

＜申し込み締切り（着）：３月６日（土）＞ 

（当日参加も可ですが準備の都合で人数に限りがあります。(参加費が高くなります） 
 

２．集合場所：観音山公園 (群馬県高崎市石原町 2740-2) 

              車で来場の場合 高崎観音山駐車場または観音山公園第２駐車場ご利用ください。 

※観音山公園第 1駐車場には駐車しないでください。 

３．主  催：高崎オリエンテーリングクラブ 

４．後  援：高崎市、高崎市教育委員会、（一社）高崎観光協会、高崎商工会議所、日本オリエンテーリン

グ協会、群馬県オリエンテーリング協会、群馬よみうり、上毛新聞社、エフエム群馬、上信電鉄、

ラジオ高崎、ライフケア群栄・ちいきしんぶん（いずれも予定） 

 

【競技形式】 全てのクラスでポイントオリエンテーリング（指定順に回る。各点通過証明に SI カード使用 

競技は原則「日本オリエンテーリング競技規則」に準ずる。） 

 

【使用地図】  個  人: 縮尺１/7500、 等高線間隔 5m 、通行可能度 4 段階表示 

       グループ: 縮尺１/4000、 等高線間隔 2m 、通行可能度 4 段階表示 

 

【クラス・参加資格・参加費】            

区分 参加資格・クラス(距離は前回大会のもの) 参加費 ＜当日受付で支払い＞ 

個 人 

 

≪中学生以上の男子または女子の個人≫ 

男子Ａ ４．０ｋｍ 

女子Ａ ２．６ｋｍ 

男子Ｂ ４．０ｋｍ 

女子Ｂ ２．５ｋｍ 

・事前申込 1,000 円 

（当日申込 1,500 円） 

・事前申込者のみ自己所有ＳＩカ－ド持参可：

参加料３００円引き）（事前申込時にカード NO

の記入が必要です） 

グループ 
≪２～５人のグル-プが対象で以下の４クラス≫ 

 一般（男子）…中学生以上の男子のみ ２．６ｋｍ 

一般（女子）…中学生以上の女子のみ ２．５ｋｍ 

混   合 …中学生以上の男女混合 ２．６ｋｍ 

家   族 …小学生以下を含む家族 ２．３ｋｍ 

小 学 生 …4年生以上の小学生   ２．３ｋｍ 

・事前申込 300 円/人 

（当日申込 500 円/人）  

未就学者は無料 

 

          

【申込方法】※参加費は大会当日支払い   

方法① Japan-O-entrY （https://japan-o-entry.com/event/view/614 ）で申込み受付を⾏います。アカウン

トを持っていなくても申し込みできます。サイトの説明に従って下さい。 
方法② 裏面の申込用紙に記入し郵送、ＦＡＸ、または記載の内容を E-MAIL 送信 

＜申込先＞・郵送：〒375-0011 群馬県藤岡市岡之郷６５２－９ 高橋 利之 あて 

・ＦＡＸ：0274-42-5709(電話兼)  

・E-MAIL：ttoshiyuki◆nifty.com（◆を@に変更して送信して下さい） 

 

【問合せ】 上記＜申込先＞まで。ただし日中は不在です。できる限り E-MAIL でお願いします。 

 

【日程】 

受 付   ９：００～１０：００ （参加費支払い・健康状態申告書提出） 

開会式      実施しません 

スタート    （スタート時間を指定（WEB 上に掲載）。１０時以降順次スタート。） 

表彰・閉会式 実施しません。競技結果は WEB 上に掲載し、表彰は郵送。 

ゴール閉鎖 １３：００(予定) 

 



【注意事項】 

・運動のできる服装で参加してください｡時計、雨具、昼食等は各自用意でお願いします。 

  ・コロナウイルスへの感染予防に心掛けてください。大会当日、検温をして発熱や風邪様症状がある場合

には参加をお控えください。別紙健康状態申告書の提出をお願いします。 

・健康管理は各自で行い、自らの病気・ケガ、他人への損害に対する賠償には、主催者は責任を持ちませ

んので注意してください。（自己責任） 競技中を除きマスクの着用をお願いします。 

   ・支払われた参加費は、いかなる理由があってもお返ししません。 

・貸し出した SI カード紛失・破損の際は、実費弁償（8,000 円）となりますので注意してください。 

・コンパス（方位磁石）は無償貸し出しします。ただし、紛失・破損の際は実費弁償（2,000 円）となり

ます。 

・個人競技で当日参加の方、グループではマイ SIカードが使用できません。 

・ゴミは持ち帰りです。ご協力をお願いいたします。 

・大会参加者への連絡・速報等の情報は、https://gunma-ola.jimdo.com/に掲載します。 

・最終の成績は高崎観光協会 http://www.takasaki-kankoukyoukai.or.jp/に掲載します。 

・高崎観音山駐車場に車を止める場合は有料（普通車４３０円）です。 

 

 28 回大会の様子 
 

出場クラス 個人 ①男子Ａ ②女子Ａ  ③男子Ｂ ④女子Ｂ

（いずれか〇） グループ
⑤一般男子   ⑥一般女子   ⑦混合

⑧家族    ⑨小学生組
ひらがな 才
(代表者）

氏名
（男・女）

〒

（電話）

（E-mail）

グループの場合
グループ名

ひらがな

氏名                     才（男・女）

ひらがな

氏名                     才（男・女）

ひらがな

氏名                     才（男・女）

ひらがな

氏名                     才（男・女）

参加費     人×３00円（当日申込500円）＝     円

個人の場合
事前申込 （SIカ−ド無）            1,000円

事前申込 （SIカ−ド有、NO.        ） 700円
当日申込                    1,500円

第２9回オリエンテーリング高崎大会参加申込書

連絡先

参加費

いずれかに○

(代表者)

住所

代表以外

の参加者

4名まで

 

健康状態報告書のファイルは下記 URL に掲載

します。https://gunma-ola.jimdo.com/ 

個人

クラ
ス

グ
ルー

今朝の
体温

・風邪症状
・１４日以内の発
熱・感冒症状での
受診や服薬

．　℃ あり　・　なし

．　℃ あり　・　なし

．　℃ あり　・　なし

．　℃ あり　・　なし

．　℃ あり　・　なし

１ 収集した個人情報は、目的達成のために利用し、
法令に基づく場合または本人の同意がある場合を除
き、他に利用及び提供することはいたしません。
２ 参加者に感染者が出た場合における保健所の聞き
取り調査への協力をお願いします。

・体調面で問題がない場合は､下記事項を記入し受付で
提出してください。

①  男子Ａ　②女子Ａ 　③男子Ｂ　④女

⑤一般男子 　⑥一般女子　　 ⑦混合
⑧家族　　⑨小学生組

参加者氏名

オリエンテーリング高崎大会

健康状態申告書
・当日の朝､自宅で検温をし､御自身の健康観察を行っ
てください。
・体調面に不安がある場合は､無理をして参加すること
がないようにしてください。



（別紙） 

 

オリエンテーリング高崎大会 

健康状態申告書 

・当日の朝､自宅で検温をし､御自身の健康観察を行ってください。 

・体調面に不安がある場合は､無理をして参加することがないようにしてください。 

・体調面で問題がない場合は､下記事項を記入し当日に持参してください。 

１ 

クラス 

個人 
①  男子Ａ ②女子Ａ  ③男子Ｂ ④女子Ｂ 

グルー

プ 
⑤一般男子  ⑥一般女子   ⑦混合  ⑧家族  ⑨小学生組 

参加者氏名 今朝の体温 
・風邪症状 

・１４日以内の発熱・感冒症状での受診や服薬 

 ． ℃ 
 

あり ・ なし 

 ． ℃ 
 

あり ・ なし 

 ． ℃ 
 

あり ・ なし 

 ． ℃ 
 

あり ・ なし 

 ． ℃ 
 

あり ・ なし 

１ 収集した個人情報は、目的達成のために利用し、法令に基づく場合または本人の同意がある

場合を除き、他に利用及び提供することはいたしません。 

２ 参加者に感染者が出た場合における保健所の聞き取り調査への協力をお願いします。 

※ 大会終了後に感染が分かった場合、連絡をお願いいたします。 
 


