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WMG2021 関西兵庫県実行委員会助成事業 
WMG2021 関西神戸市実行委員会助成事業 
スポーツ振興くじ助成事業(予定) 
 
JOA 公認大会（カテゴリ S 及び A） IOF WRE 指定大会（再申請中） 

WMG/WMOC2021 関西プレイベント３日間大会実施要項 Rev1 
～オリエンテーリング 3 日間大会～ 

 
主 催： 公益社団法人日本オリエンテーリング協会 
共 催： WMG2021 関西兵庫県実行委員会、WMG2021 関西神戸市実行委員会 
主 管： WMG2021 関西 オリエンテーリング競技実行委員会 
後 援： スポーツ庁、兵庫県教育委員会、神戸市、養父市、神河町、香美町、一般財団法人神戸観光局、 

神戸新聞社、NHK 神戸放送局、サンテレビ、ラジオ関西ほか（申請予定） 
協 力： かなめ測量（株）、やぶ市観光協会、神河町観光協会、 

ハチ北観光協会、香美町香住・村岡・小代観光協会 

期 日：スプリント 2020 年 10 月 4 日（日） 

ミドル 2020 年 10 月 10 日（土）、11 日（日） 
雨天決行、荒天中止 

申込締切： 2020 年 9 月 4 日（金） 
場 所： 10/4 神戸市神戸総合運動公園、10/10 兵庫県美方郡香美町ハチ北高原, 10/11 兵庫県養父市ハチ高原 
大会役員：実行委員長 山西哲郎 
  副実行委員長 尾上俊雄 

運営責任者 平島俊次 
競技責任者 愛場庸雅 

イベントアドバイザ：IOF EA 田中徹、JOA EA 小野田敦 
大会ウエブサイト：https://wmoc2021.jp/ja/202005-3days/ 
 
本大会は、5 月 4 日～6 日の 3 日間大会を延期したものです。 
今後の新型コロナウイルス(Covid-19 の感染拡大の状況によっては、再延期または中止することもあります。最

終決定は 8 月末ころの予定です。 
情報は確定次第大会ウエブサイトに記載していきます。 
 
会場／アクセス 

≪スプリント(10 月 4 日）≫ 

会 場： 神戸市須磨区 神戸総合運動公園 

交 通： ＜鉄道＞神戸市営地下鉄西神・山手線 西神中央行き「総合運動公園駅」下車すぐ 
＜自動車＞ 三宮から山麓バイパス経由約 20 分。阪神高速北神戸線「布施畑 IC」または

阪神高速神戸山手線「白川南 IC」より約 5 分。駐車場（500 円）あり。 
会場の案内ウエブサイト：https://www.kobe-park.or.jp/sougou/access/ 

≪ミドル 1 日目（10 月 10 日）≫  

会 場： 美方郡香美町 ハチ北高原・ゲレンデ駐車場 

交 通： ＜鉄道＞JR 山陰本線「八鹿」駅下車、駅前から、専用バス(有料)を運行予定。 
＜自動車＞ 北近畿豊岡自動車道/国道 483 号（無料）「八鹿氷ノ山 IC」より、国道 9 号「兎

和野高原口」を左折、ハチ北スキー場ゲレンデ駐車場へ IC から約 26km。駐車場無料。 
会場の案内ウエブサイト：https://www.hachi-hachikita.co.jp/hachikita/access_car.html 

≪ミドル 2 日目（10 月 11 日）≫  

会 場： 養父市 ハチ高原・ゲレンデ駐車場 

交 通： ＜鉄道＞JR 山陰本線「八鹿」駅下車、駅前から、専用バス(有料)を運行予定。 
＜自動車＞ 北近畿豊岡自動車道/国道 483 号（無料）「八鹿氷ノ山 IC」より、国道 9 号「関

神社前」を左折、ハチ高原スキー場ゲレンデ駐車場へ IC から約 25km。駐車場無料。 
会場の案内ウエブサイト：https://www.hachi-hachikita.co.jp/hachi/access_car.html 
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１. 競技情報 
 スプリント 10 月 4 日 

JOA 公認 S 
ミドル 1 日目 10 月 10 日 

JOA 公認 A/ IOF WRE 
ミドル 2 日目 10 月 11 日 

JOA 公認 A/ IOF WRE 
競技規則＊ 国際オリエンテーリング連盟（IOF）競技規則による 
競技形式 スプリント競技 ミドルディスタンス競技 ミドルディスタンス競技 
コース設定者 川島聖也 橋本裕志 実藤俊太 
競技エリア 神戸市神戸総合運動公園 香美町ハチ北高原 養父市ハチ高原 
地図 
 

「神戸総合運動公園」 
（ISSprOM2019 準拠） 

「ハチ北高原」 
（ISOM2017-1 準拠） 

「ハチ高原」 
（ISOM2017-1 準拠） 

縮尺 1/4,000 
等高線間隔 2m 

縮尺 1/10,000、1/7,500 
等高線間隔 5m 

オフセット印刷またはプリンター印刷(ポリ袋封入)、コース印刷済み、走行度４段階表示 
パンチングシステム SPORTident システム 、タッチフリー（Air+）併用 

タイムスケジュール 

受付：10 時～12 時 
スタート：12 時～ 
表彰：14 時(予定) 

受付：10 時～12 時 
スタート：12 時～ 
表彰：14 時 30 分(予定) 

受付：9 時～10 時 30 分 
スタート：10 時 30 分～ 
表彰：12 時 30 分(予定) 

テレイン情報 1985 年のユニバシアード大会開催

を機に山を切り開いて造られた運

動公園で、陸上競技場、野球場、グ

ラウンド、体育館等の各種スポー

ツ施設がある。また、園内には斜面

を利用した遊具や散策路、コスモ

スで覆われた丘など、家族連れで

も賑わう。 
階段と石垣、通過できない植込み

など、走力を考えたルート選択が

ポイントとなろう。 

兵庫県最高峰の氷ノ山に隣接する標高 1221m の鉢伏山。その北麓の、関西

有数の雪質を誇るハチ北高原と、その南麓の関西最大級のスノーパークハ

チ高原で行う。 
比較的緩やかで特徴物の少ないエ

リアと、地形変化に富み非常に岩

石の多いエリアに大別される。走

行可能度比率 A:70%、B:10％、

C:10％、D:10％ 

スキー場エリアと、走行可能度が高

く特徴物の少ない林エリアに大別さ

れる。走行可能度比率 A:85%、

B5％、C:5％、D5％ 

服装 金属ピン付きシューズの使用

を禁止します。 
長袖、長ズボンの着用を推奨します。 
シューズの制限はありません。 

その他 ・ 立入禁止区域： 競技の公正を期すため、大会前のオリエンテーリング及びトレーニング目的での 
競技エリアへの立ち入りは禁止します。 

・ トレーニングコース： 特に設けません。 
・ 本大会では、代理出走を認めません。 

招待選手 海外オリエンテーリング選手を男女数名予定しています。 
＊WMG/WMOC2021 を想定し、IOF 規則及び WMOC マニュアルに準拠した大会運営を行います。 

 
２. クラス 【10/4 スプリント、10/10 ミドル、10/11 ミドル ともに以下のクラス分け】 

クラス 参加資格 注記 
M21A W21A 19 歳以上 

スプリントは年齢制限なし 
JOA 競技者登録が必要*1 
WRE とするため IOF ID が必要*2 

M21AS W21AS 19 歳以上 
スプリントは年齢制限なし 

JOA 競技者登録が必要 

M35A W35A ～1985 年生まれ 

JOA 競技者登録が必要 
 
WMOC の年齢基準でのクラス分けになります。 
（年度でのクラス分けではありません。） 

M40A W40A ～1980 年生まれ 
M45A W45A ～1975 年生まれ 
M50A W50A ～1970 年生まれ 
M55A W55A ～1965 年生まれ 
M60A W60A ～1960 年生まれ 
M65A W65A ～1955 年生まれ 
M70A W70A ～1950 年生まれ 
M75A W75A ～1945 年生まれ 
M80A W80A ～1940 年生まれ 
M85A W85A ～1935 年生まれ 
M20A W20A 19-20 歳 

JOA 競技者登録が必要 M18A W18A 16-18 歳 
M15A W15A 13-15 歳 
M12 W12 11-12 歳 — 
M10 W10 10 歳以下 — 
MBL WBL 中級者 — 
MBS WBS 中級者（短いｺｰｽ） — 

＊年齢は年度（4 月 1 日～翌年 3 月 31 日）内に達する年齢です。 
N 初心者 

当日申込み可 
OA  M50A 相当 オープンクラス 

当日申込みのみ G グループ OB WBL 相当 

・ 女性（W）は男性（M）のクラスに参加できます。 
・ 20 歳以下の A クラス（M/W10、M/W12 含む）においては基本の年齢に対して 1 ランク上のクラスに参加できます。 
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・ フォレスト競技に 2 日間参加の場合は 2 日間とも同じクラスに申し込んでください。 
・ 優勝設定時間(予定)：スプリント 全クラス 12-15 分、ミドル M/W21A,M/W35A,M/W40A は 30-35 分、 

その他のクラスは 25-30 分 
・ 競技時間：全クラスとも スプリント 60 分、ミドル 90 分 

*1:A クラスへの参加には競技者登録が必要です（海外在住者は不要）。 
http://www.orienteering.or.jp/runner/regist.php 

*2:今回の大会は M21A/W21A は WRE(World Ranking Event)にしていますので、IOF ID が必要です。 

IOF のウエブサイト https://eventor.orienteering.org/Register から ID を取得してください。 

取得方法は、大阪府オリエンテーリング協会のウエブサイト http://ooa.pro.tok2.com/IOF-ID.htm に記載されていますので参考

にしてください。 
 
３. 参加費 

 スプリントのみ ミドルのみ(1 日あたり) ３日間一括 

A クラス(一般)*1 3,000 円 3,500 円 9,000 円 

A クラス(大学生) 2,000 円 2,500 円 6,000 円 

A クラス(高校生以下) 無料 無料 無料 

MBL/MBS/OA/OB(一般) 2,500 円 3,000 円 7,500 円 

MBL/MBS/OA/OB (大学生) 2,000 円 2,500 円 6,000 円 

MBL/MBS/OA/OB (高校生以下) 無料 無料 無料 

N、グループ*2  500 円 1,000 円 2,000 円 

・ 神戸市民、養父市民、神河町民、香美町民のかたは、参加費無料（A、OA クラス除く）です。 
*1: JOA 会員支援金含む 
*2: グループは、1 チームあたりの料金、高校生以下無料 
*3: 印刷したプログラム発送の料金は 200 円別途必要 

 
４. SI カードのレンタル  

・ SI カードのレンタル料は、200 円/日、タッチフリー用 SiAC は 250 円/日です。なお SI カード紛失時には 5,000 円（SIAC
は 8,000 円）を申し受けます。 

・ SI カードの購入を希望される方は、国内では「.compass」で取り扱っています。 
納品までは 1.5 か月ほどかかります。なお、5 月末までに発注されると特別価格（通常より 1 割近く安い）で提供されます。

詳細はウエブサイトでご確認ください。  https://dotcompass.ocnk.net/info 
 
５. 表 彰 3 日間ともに各クラス上位 3 名を表彰します。但し、参加者数が 3 人以内の場合 1 位のみとし、またオープンクラ

ス（OA,OB）の表彰はありません。 
 
６. 申込方法 次のいずれかの方法でお申し込みください 

・ ウエブ：Japan-O-EntrY( https://japan-o-entry.com)から画面の指示に従い申し込んでください。 
・ 電子メールでの受付は行っていません。Web で申し込んでください。 
・ 郵送：次のあて先に最終ページの「参加申込書」に記入し、参加費等を振り込みののち下記に送付してください。 

送付先：「〒422-8021 静岡県駿河区小鹿 3-3-2 4-45 村越方 プレ大会受付係」 
参加費振込先： 銀行名：三井住友銀行 藤原台支店    種類： 普通 
口座名：WMG2021 関西 JOA 実行委員会（ダブルエムジーニマルニイチカンサイジェイオーエージッコウイインカイ）  

口座番号：７７６５１３０ 
・ オリエンテーリング大会会場での受付を予定していますが、受け付ける大会は決まっていません。 

できるだけ Japan-O-EntrY での申込みをお願いします。 
＊オープンクラスは、当日の申込み受付をしますが、準備の地図が無くなり次第受付終了します。 

 
７. 申込締切 9 月 4 日（金） 

 
８. 問合せ先  メール：info@wmoc2021.jp できるだけメールでの問い合わせをお願いします。 
          電話 090-2592-4377(平島) 
 
９. 宿泊施設 以下の URL 又は QR コードから申し込んでください 

・ 養父市：右記ＱＲコードから WMG/WMOC2021 関西プレイベント 3 日間大会の宿泊施設についてを参照

して下さい。（宿泊場所の位置図と施設一覧を掲載しています） 
    申し込みは日本旅行 https://va.apollon.nta.co.jp/ol-wmgpre 
 

・ 香美町：ハチ北観光協会 https://hachikita.jp/ 
 
 
１０. シャトルバス 

八鹿駅～ハチ高原/ハチ北高原への専用バスを運行予定です。予約が必要です。日本旅行（小林）に予約申し込みしてください。 
日本旅行：https://va.apollon.nta.co.jp/ol-wmgpre   E-Mail mice_nagano@nta.co.jp 
神戸市～ハチ高原/ハチ北高原の専用バスはなくなりました。 
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◆JR 八鹿駅からのシャトルバス、片道 1,000 円 
JR 山陰本線「八鹿」駅前～会場間(10/10 ハチ北高原、10/11 ハチ高原)への専用バス 
10 月 10 日（JR 八鹿駅～ハチ北高原）所要時間約 60 分 

八鹿駅発  ①9：40 ②10：10 ③10：40 ハチ北高原発 14：30～16：00（30 分おき程度に随時出発予定） 
10 月 11 日（JR 八鹿駅～ハチ高原）所要時間約 60 分 

八鹿駅発  ①8：00 ②9：40  ハチ高原発 13：30～15：00（30 分おき程度に随時出発予定） 
＊上記を予定していますが、シャトルバスの申し込み状況によって変更する場合があります。詳細は、大会ウエブサイト及

びプログラムに記載しますのでご確認ください。 
 

１１. 留意事項：参加者は以下の留意事項に必ず同意の上申し込んでください。  
１） 今後の案内は下記ウエブサイトをご覧ください。随時情

報提供します。 
https://wmoc2021.jp/ja/202005-3days/ 

２） プログラム（Bulletin2）は大会 1 週間前までに、大会ウ

ェブサイトにて公開します。必ずご確認ください。（郵送

の場合、 ウエブ 掲載後の発送となります） 
３） 参加申込者の個人情報は、本大会運営上必要な用途以外

に使用いたしません。 
４） 大会中の写真、映像、記事、記録などの肖像権・掲載権は

すべて主催者に属します。大会の映像・写真・記事・記録

等において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報が

新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に

報道・掲載・利用される場合があります。また、その掲載

権・使用権は主催者に属します。 
５） アウトドアで行うスポーツであるため 、そのリスクを十

分ご理解の上お申し込みください 。 
６） 参加者が自分自身または第三者へ与えた事故、損傷、損害

について、主催者は一切責任を負いません。主催者は傷害

保険に加入しますが、補償額には限度があります。各自で

体調管理に責任を持って参加してください。健康保険証

の持参をお勧めします。 

７） 未成年者は保護者の同意を得て参加してください。 
８） 主催者は大会中の紛失、盗難、事故などについて一切の責

任を負いません。貴重品の管理は各自でお願いします。荷

物預かりの予定はありません。 
９） 自分で出したごみは必ずお持ち帰りください。 
１０） 本競技会は、日本アンチ・ドーピング規定に基づくドーピ

ング・コントロール対象大会です。本競技会参加者は、日

本アンチ・ドーピング規程に従わなければなりません。ド

ーピング検査に関する詳細は、下記 JOA アンチ・ドーピ

ング委員会ウェブサイトをご覧ください。 
http://www.orienteering.or.jp/AD/ 

１１） 当日申し込み以外、スタート時刻は全て事前指定となり

ます。原則として時間帯を希望することは出来ませんの

でご了承ください（遅刻スタートは一定の範囲で認めま

すが、指定されたスタート時刻からの計時となります）。

やむを得ない事情がある場合は事前に問合せ先までご相

談ください。 
１２） 気象警報が発令された場合など、参加者の安全が確保で

きないと判断される場合には大会を中止いたします。そ

の場合の参加費の返金は致しませんのでご了承ください。 

 
１２. 参加申込書 

宿泊や専用バスは、直接観光協会(宿泊)又は日本旅行(宿泊、専用バス)に予約申し込みしてください。 

WMG/WMOC2021 プレイベント３日間大会（10/4,10/10~10/11）参加申込書 

（ふりがな） 

氏名 
(代表者) 

（            ） 

 
男・女 

所属 

(8 文字以内/同じ所属は同一名称を使用) 
歳 

住 所 

〒   － 

電 話     －    － 参加希望 

クラス 
(ｸﾞﾙｰﾌﾟの場合人数) 

10/4(日) 10/10(土) 10/11(日) 

(    人) (    人) (    人) 
電子メール  

競技者登録番号（A クラスに参加者必須）  

IOF ID（M21A/W21A の参加者必須）  

SI (SI は競技に必要です。持っていない方はレンタル「する」にチェックしてください。） 

□レンタルする（□SI・□タッチフリーSIAC） 

□レンタルしない(SI カード番号                  )＊チェックがない場合、SI のレンタルとなります。 

備考（ご要望等）  

 


